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□会長の時間

髙橋 五男

皆さんこんにちは。
本日は宮崎県西部分区。木佐貫ガバナー補佐
をお迎えして始めての例会です。
今回、2013-2014 年度都城西ロ－タリーク
ラブ第 39 代会長を引き受けることになりま
した。何分にも浅学菲才ではありますが、精一
杯努力させて頂きますので、皆様方の御指導御
鞭撻を宜しくお願い申し上げます。
平成 8 年 12 月２５日、河中会員の推薦で
入会いたしまして今年で１７年目に入りまし
た。毎年皆勤賞を頂いています。
私のクラブテーマは「会員増強と、そして楽し
もう」です。そして、40 周年記念事業の準備
です。そこには盛り上がる予算を作らないとい
けません。先週は臨時総会を開いて持ち越し審
議となり、大峯会長に充分な会長退会挨拶が取

れなく大変申し訳なく思っています。又、皆様
にも迷惑を掛けました。
ところで、犬のお父さんを中心とした家族の
CM が人気のソフトバンク。その代表といえば
立志伝中の人物である孫正義社長です。我がク
ラブにも居ます、同じ名前の正義社長。それは
草水運送の草水正義会員です。だから草水運送
さんは大きいですね。
孫正義社長は、ベンチャー企業を日本屈指の
大企業に成長させた存在は大きいです。若い世
代の憧れであり、起業家のお手本でもありま
す。今はアメリカ迄進出され世界３位の通信
事業者になっています。孫正義社長の言葉に
「うまくいかなくても、やったことは全部、将
来の自分プラスになる」そして、「事業の成功
は、精一杯チャレンジを続けていれば、あとは
確率論の問題だと言つておられます。私も今後
１年間、この言葉でうまくいかなかった臨時総
会、だけどいつか役にたちたい。チャレンジし
て、皆様と明日に繋がる都城西ロータリークラ
ブ活性化の為、「会員増強と、そして例会を楽
しもう」
。に努めて行きます。
最後に北クラブの樋口正義さんとは、私は親
戚になりますが、孫正義さんと同じ名前です
ね。正義さんこれからも西クラブの例会に参加
お願いします。
これをもちまして、初めての、会長の時間で
した。

□幹事報告

外山 俊明

○ 大迫ガバナー事務所…
①ガバナー月信 ７月
＊添付 「職業奉仕とロータリーの魅力」
公式訪問フォーラムのための資料になり
ます。
○ 山下ガバナー事務所…
①新会員のための研修資料ＣＤ送付の
ご案内 「真のロータリーを学ぶ」
②2012-2013 年度 ガバナー事務所
閉鎖のお知らせ
＊6/30 をもって閉鎖。8/31 迄は残務
処理。
○ 田中ガバナーエレクト事務所…
① 2013-2014 年度 田中ガバナーエレ
クト事務所開設のお知らせ
鹿児島県鹿屋市
但し当分の間の
執務は鹿屋ＲＣ事務局。
○ ロータリーの友 ７月号
○ 都城市人権啓発推進協議会…
①都城市人権啓発推進協議会全体会の
ご案内
25/7/30（火）
13:30～15:00
都城市中央公民館 大会議室
○鷹尾地区商工会…
たかお夏まつりのご案内
7/27（土） 都城駐屯地グランド

□委員会報告

外山 俊明 幹事
脇丸 孝和 会員

棈松 豊治 会員
おめでとうございます

□本日のプログラム

会長・幹事 就任挨拶
別紙に掲載しております。

□ＳAA 報告

鎌田 博文

別紙に掲載しております。

出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員

46 名
5名
36 名
87.80％
6/19
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6/26
78.05%
河野 中村（静） 中村（七）
井福 柳

６/２1
都城 RC クラブ協議会

木佐貫

6/25
小林 RC クラブ協議会

木佐貫鐵蔵

6/28

吉元

都城

ＭＵ無会員
６/19
要ＭＵ会員
６/26

永野 中村（七） 盛田
中山 吉田 中村（七）山下
中村（静） 柳 最勝寺 永野
盛田

◎今後のプログラム
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□本日のプログラム

髙橋 五男 会長
2013 年～2014 年度の都城西ロータリークラブの会長
を仰せつかりました。第 39 代目の会長になり、これまでの
諸先輩方が築いてこられた当クラブの伝統をしっかりと引
き継いでなお発展させていきたいと思っていますので宜し
くお願いいたします。
2013 年～2014 年度の国際 RI 会長 ロン・バートン氏は「ロータリーを実践しみんな
に豊かな人生を」と新年度 RI テーマとして掲げられています。
ここに国際ロータリーのテーマを受け、我々ロータリアンがなすべきことがあるのではな
いか、いま参考する時なのでしょう。全世界の 200 を超える国に１２3 万人余りのロータリ
アンがいます。私たちは「ロータリーを実践しみんなに豊かな人生を」のテーマに依り、それ
ぞれの地域社会に貢献できればと思います。

私は、我がクラブの深刻な会員減少問題の解決に取り組んでいきたい。
ここ１０年間あまりで会員数 20 名余り減少しつづけた危機感を持ち対処していきたい。
その為には会長、幹事が中心になり、理事役員と会員増強委員長の協力をもらい会員増強
に努めていきたい。
会員数が増えることによって、クラブの雰囲気が若返り、活力が出て来ると思います。
新鮮な感覚を取り入れてクラブの活性化を図ろうと考えています。
そこで、今年度私のクラブテーマを、
「会員増強と、そして楽しもう。
」と致しました。
努力目標
1.会員の維持、増強を図ります。
2.例会出席率を高め、会員相互が楽しみ研鑽しあえる場とします。
3.ロータリーの理解を深めるとともに、委員会活動の活性化を図ります。
4.奉仕プロジェクトの継続性を大切にし、将来の奉仕のあり方を
検討します。
5.ロータリー財団、米山奨学会の支援を行います。
以上、都城西クラブ活性化の為、一年間頑張りますので宜しくお願いします。
追伸として。
卓話テーマ
大峯会長は食と健康の話をされました。私はタコ焼き、お好み焼きは、関西風がすきで
すので。会長の時間。味付けが、出来たらそうします。

外山 俊明 幹事
義父田之上幸一の後を受け、柳田さんにご推薦いただき、西ク
ラブに入会して、早、１２年が過ぎました。
１２年といえば、小学一年生が、中学を卒業し高校も卒業す
る年数であります。とても長いようで、でももう１２年かと思
える様にはやい年数でした。会員名簿を見て見ると、もう中堅
クラスになっています。
これまでいろいろ委員長を経験させて頂く中で、そろそろ幹事になる時期だねと言われるよ
うになっていました。そんな中、２名の方から、自分が会長になるときには幹事を頼むねと声
を掛けられていました。私も何回も幹事を受けるわけにはいかないので、どっちか早く会長を
受けられたほうの幹事になりますと返事しておりました。しかし、その方たちはいろいろとご
都合があったみたいで、なかなか会長をお受けなられず、私もちょっと油断していたところ、
高橋さんが、会長を受けられたから外山さんが幹事になってくれと依頼があり、渋々受けた次
第であります。一応その２名の方には了解を頂き、頑張りなさいと励ましの言葉をいただきま
した。

高橋会長と私の共通の接点を思ったときに、ともに阪神タイガースの大ファンと言うことで
あります。そこで以外と話が合うのではないかと思いました。
高橋会長は、幹事職から続けて会長となる為、クラブの運営には十分理解され、私も楽をさ
せてもらえると軽く考えていました。
しかし、これまで、いろいろ準備をする中で、会長と意見の違いがあり、激しく議論したこ
ともありました。そんな時に、現ガバナー補佐から、お互いクラブのことを思っての意見だか
ら、理解し合って穏やかにやってくださいと言われました。それから、そこはお互い阪神ファ
ン、ともに理解するように努めています。
幹事としてまず、委員会構成と、クラブ予算を作るにあたり、以前から言われていた、会員
の減少による収入減で、こんなに予算編成が大変なのを改めて実感し、大変苦労しました。先
日のクラブ協議会でも、各委員会に思うような予算を付けられず、又、委員会構成でもご希望
に添えられなかったことが残念でなりません。それでも何とか予算も委員会構成も出来上がり、
本日を迎えることができました。
しかし、やはり５名以上の会員増にならないと、年度末には赤字決算となる可能性がありま
す。
高橋会長の今年度クラブ運営方針にも有りますように、理事役員はもとより、会員全員で真
剣に会員増強に取り組まなければなりません。皆さんのご協力をお願いします。特に女性会員
の増員はクラブ活性化、楽しい西クラブ造りに必要なことと思います。
それと、３年後にある、西クラブ創立４０周年に向け、会員に多額の特別負担をかけないた
めに、少しでも事業資金に充てられるように、お祝い事、特別報告事項等ありましたら、ニコ
ニコボックスに沢山のご入金をお願いします。ニコニコボックスは、４０周年事業以外にクラ
ブ運営の為の大事な資金となります。皆様のご理解をお願いします。
最後に、高橋会長は、ダンスを得意とされています、ニコニコしながら踊られている姿を拝
見すると、とても上手に女性をリードされて踊っています。高橋会長ならば、このダンスのよ
うに、今年度理事役員、そしてクラブ全体をうまくリードしていくことでしょう。
私は、ダンスはできませんが、会長の、リードの足を引っ張らないように、精一杯助力した
いと思っております。これから一年間幹事として一生懸命頑張ります。皆様よろしくお願いし
ます。

木佐貫鐵蔵 ガバナー補佐
１年間、よろしくお願い致します！

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
樋口 正義（都城北）･･･今年もよろしく。
髙橋 五男･･･精一杯頑張っていきます。皆様の御指導宜しくお願いします。
外山 俊明･･･幹事をすることになりました。１年間宜しくお願いします。
木佐貫鐵蔵･･･髙橋年度の船出を祝して。又、ガバナー補佐として１年間
応援宜しくお願いします。
永野修一郎･･･髙橋会長 １年は長いですが頑張って下さい。
萩原 和洋･･･髙橋年度のスタートを記念して！！外山幹事頑張って下さい。
鳥集 寿一･･･髙橋・外山丸の進発を祝って重量級 SAA 万歳！！
小俵
武･･･髙橋会長・外山幹事・鎌田 SAA 他理事役員の皆様の出港を祝って 少々。
中山 忠彦･･･髙橋・外山年度の門出を祝して。
藤岡 成学･･･会長・幹事の船出を祝して。
吉田
努･･･大峯年度 お疲れ様でした。前回欠席でした。
吉田
努･･･髙橋年度 頑張って下さい。
最勝寺俊昌･･･大峯年度会長 他役員の皆様、御苦労様でした。
最勝寺俊昌･･･髙橋年度を迎えて役員の皆様方の御活躍を期待します。
天水 金作･･･髙橋年度の船出を祝して。
鎌田 博文･･･髙橋・外山年度の出発を祝して。
船木 修一･･･髙橋・外山年度 頑張って下さい。
河中
功･･･髙橋・外山さん 一年間頑張って・・・
福永
忍･･･大峯・髙橋年度御苦労様でした。 今年度 髙橋外山年度の御健闘
を祈念申し上げます。
小田 賢一･･･髙橋会長・外山幹事・鎌田 SAA 一年間健康に気をつけて頑張って
下さい。
棈松 豊治･･･新会長幹事 役員委員長の皆様 頑張って下さい。
棈松 豊治･･･ロータリーの始まりが私の誕生日です。年は忘れました。
吉原 信幸･･･髙橋丸の出航おめでとうございます。外山幹事・鎌田 SAA・役員
の皆様今年一年よろしくお願いします。
長友 喜信･･･髙橋・外山年度船出を祝して。
大峯
学･･･髙橋年度・西 RC の力強い前進を祈って。
徳重 幸男･･･髙橋年度の船出の日 お目出度うございます。一緒に頑張りましょう。
三坂 昭一･･･髙橋年度の門出を祝して。
上田やよい･･･髙橋・外山年度 頑張って下さい。
脇丸 孝和･･･誕生祝いをいただいて。
脇丸 孝和･･･新会長・幹事 頑張って下さい。
小坂泰一郎･･･髙橋会長・外山幹事・鎌田 SAA１年間頑張って下さい。
池田誠至朗･･･ニコニコ箱へ。
◎ロータリー財団◎
草水 正義 ・ 永野修一郎 ・ 池田誠至朗
◎米山記念奨学会◎
草水 正義 ・ 永野修一郎 ・ 池田誠至朗
◎教育振興基金◎
草水 正義 ・ 永野修一郎 ・ 池田誠至朗

