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点鐘
合唱

我等の生業

ゲスト及びビジター紹介
ゲスト
宮崎県西部分区ガバナー補佐
大窪 利隆 様
（都城北ＲＣ）
オブザーバー
甲斐 祐次 様
ビジター
◎都城ＲＣ

なし

◎都城北 RC

樋口 正義 氏

◎都城中央ＲＣ

なし

□会長の時間

大峯 学

私は宇宙にとても関心があります。先週ウェブ
サイトで日本が世界に誇る 低コストの“イプ
シロンロケット”が８月２２日 内之浦から打
ち上げられるーという記事を見て 即 内之
浦射場へ アクセス。－と言うのは 私の墓地
が大崎町にあり 内之浦半島の山並がしっか
り見えるのです。その射場までの直線距離は約

２２Ｋｍで、以前に墓の掃除中に 凄い轟音に
ビックリ仰天して 空を眺めますと ロケッ
トが昇っていくのが見えたことがありました。
－それで今回もそのタイミングで当日お墓参
りを予定しようとしている訳です。
今日は“経費対効果”のイプシロンロケット
の話の予定でありましたが 昨年の今頃 会
長就任前の心構えの指導を頂こうと河中先輩
を訪問致しました時に、“ 会長の時間をしっ
かりやれよ。新聞記事等の誰もが知っていそう
なマスコミネタは面白くないからな。”と釘を
さされていました。しかしこのネタについて
なんと昨日の昼過ぎに開いた新聞に一面を使
って特集でイプシロンロケットのことが内之
浦射場の案内と共に詳しく 紹介されていま
した。わたし的には大変な事になったのです。
以前から”イプシロンロケット“を取り上げた
いと意気込んでおりまして、
宇宙への日本の経費対効果戦略についての
ネタだとひそかに－と楽勝を決め込んでいま
したからー昨日になって大慌て・・・（ネタ捜
しは私の方が先で）新聞の方が悪いと思うので
すが・・・
というわけで 気を取り直して その内之
浦射場のサイトを見ますと なんとあの“ハヤ
ブサ”打上の記録を見つけたのです。 過去の
打上げの記録を見ますと ２００３年 5 月 9
日１３：２９で、思い起こすと どうもこの打
ち上げに立ち会った様な気がするのです。－先
程のお墓掃除中の話のことです。それで 急遽
昨日の夜 ＤＶＤを借りて２作を鑑賞致しま
した。

オーストラリア中部に ハヤブサ自体がバラ
□委員会報告
ありませんでした。
バラに燃え尽きていく そして カプセルだ
けを残して燃え跡さえも 何も残らない ハ
ヤブサの終わりの姿。
－に２回も泣かされてし
まいました。
母親が 命をかけて我が身の犠牲 □本日のプログラム
をものともせず 子供を残していく姿が重な
り合い 自分の生き方へも想いを至らせる非
常に感激的なシーンの余韻が今でもジーンと
脳裏に残影しております。では RC との関連
別紙に掲載しております。
性は？というと さしずめカプセルの中身は
若い新入会員ということになりますか。
河中先
輩 若い新入会員の紹介まことに有難うござ
います。

各委員会事業報告②

□SAA 報告

□幹事報告

髙橋 五男

○ ガバナーエレクト事務所…
＊クラブ協議会ＣＤ資料

前田 吉基

◎ニコニコ箱◎
大窪 利隆（都城北ＲＣ）･･･宮崎県西部分区
ガバナー補佐クラブ訪問。
１年間お世話になりました。
鎌田 博文･･･大峯会長・髙橋幹事 一年間お疲
れ様でした。

□クラブ報告事項
○ 次週 6/19（水） お別れ例会
18:30～
中山荘
○ 本日 6/12（水） 木佐貫Ｇ補佐をお迎
えして 次年度クラブ協議会
18:30 中山荘

◎教育振興基金◎
鳥集 寿一･･･長女が高校総合文化祭で書道
１年生の部 ４位でした。
隔世遺伝です。

□出席報告

◎今後のプログラム
６／１９
年間反省夜間例会
６／２６
会長・幹事 退任挨拶

会員数
出免数

４5 名
５名

出席数
出席率

31 名
77.50％

前々回修正出席率
前回修正出席率

ＭＵ無会員
5/29
要ＭＵ会員
6/5

89.74％
87.18％

草水 吉田 吉原 高辺 小坂

届出有
届出無
ＭＵ有会員
6/4

5/29
6/5

木佐貫 永野 山下 柳

都城北

木佐貫
草水
中村（静） 福本 柳 盛田
河野 高辺 中村（静） 柳
盛田

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

6/12
3,000

計
325,800

3,250
91,908
0
308,600
※６月のレート 1$ 100 円
0
250,800
1,000
201,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局 制作

宮崎県西部分区ガバナー補佐
大窪 利隆 様

オブザーバー
甲斐 祐次 様

１年間 お世話になりました。
ありがとうございました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□本日のプログラム

クラブ奉仕部門

国際奉仕
中山 忠彦 副委員長

クラブ奉仕
髙橋 五男 幹事

＊東蔚山ＲＣとの今後の交流の在り方について
（３月訪問時の提案）

＊来年も宜しくお願いします。

会員増強・会員選考・職業分類
船木 修一 委員長
＊新会員の増強は上手くいきませんでした
＊反省を込めて次年度も委員長をつとめさせて頂きます。
＊５０人会員を目指します。

雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 委員長
＊ロータリーの友、月信の購読
は会員の義務です。

プログラム委員会
外山 俊明 幹事エレクト
＊11 月の時点で５回の 100％出席を達成
する事が出来ました。
＊夜間例会の収入がマイナスとなり申し訳
ございません。

インターアクト
前田 吉基 副委員長
＊ＩＡ生が一時ゼロとなりましたが、現在
は男子学生を含め数人のクラブ生がいる
様です。

フェローシップ委員会
丸山 照明 委員長
＊３番目の男だったんですが、委員長
を努めさせていただきました。
＊納涼例会はタヒチアンダンス。
＊家族会・観桜会も楽しく過ごす事が出来ました。
＊夫人の会費は頂かない方針で臨みました。

Ｒ情報・健康管理・友愛
小俵
武 委員長
＊クラブ内の親睦・交流が深める事が出来
良かったです。
＊ロータリーマニュアルを５冊購入しました。
事務局にありますので読んでください。

教育振興基金
藤岡 成学 委員長
＊奨学生２人を呼んで話をしてもらいました。
＊教育振興基金フォーラムを開催し、皆さん
からさくさんの意見をいただきました。

