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平成 26 年 2 月 5 日

合唱

君が代・奉仕の理想

ゲスト紹介

なし

ビジター紹介
◎多良木ＲＣ

藤岡 孝教 氏

◎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

髙橋 五男

皆さん、今日は。
2 月のカレンダーは 3 日が節分です。4 日
が立春。節分は、もともと季節を分けるという
ことを意味し、立春の季節の始まりの日の前日
のことを「節分」と呼んできたそうです。年 4
回ありますが、節分といえば春の節分を言うよ
うになったそうです。
今年は 2 月に入りますと温かい陽気にめぐ
りまれ、暦どおりの立春でしたが、今日は寒が
戻ってきました。しかし、気候は。「春よ来い、
早く来い」キャンディーズの「もうすぐ春です
ね。」を歌いたくなる季節になりました。
2 月はロータリーのカレンダーで「世界理解
月間」として指定されています。109 年前の。
この日には、1905 年 2 月 23 日に行われた
最初のロータリー例会の記念日があり、現在こ
の日は「世界理解と平和の日」と呼ばれていま

す。多くのクラブは、国際的に活躍する卓話者
を手配する、学校や交換学生や留学生をクラブ
例会に招く、国際色を強調した他のプログラム
を計画するなど、さまざまな活動を展開しま
す。多くのクラブはこの機会を利用して、国際
奉仕活動を始めたり、他国のロータリー・クラ
ブと連絡を取り合ったりします。
また、ロータリー友情交換、あるいはその他
のロータリー財団プログラムへの支援を奨励
するのに格好の月です。世界理解月間は、ロー
タリー・クラブが親善、平和、世界中の人々の
相互理解といったロータリーの絶え間ない探
求を推進する好機です。
話は大きく変わって、オリンピックのソチに
ジャンプします。冬季五輪史上は初めてロシア
を舞台にしたソチ冬季五輪が週末(日本時間 8
日)開幕します。女子では今季圧倒的な強さを見
せるジャンプの 17 歳・高梨沙羅選手や、バン
クーバー五輪で銀メダルだった、悔しさを晴ら
したいフィギュアスケートの浅田真央選手、男
子では最年長で日本選手団主将を務める、41
歳ジャンバー・葛西紀明選手ら海外大会では過
去最多の 113 選手が出場。1998 年長野五輪
の 10 個(金 5、銀 1、銅 4)を上回るメダル獲
得が期待されます。
週末からソチに目が離せないです。キーポイン
トは「サラ選手」になるでしょう。私もスキー
は大好きですが，直滑降(真っ直ぐ上から下に滑
る)、斜滑降(ゆるやかにスピードころして斜め
滑る、ターンも必要)、エイ格好(ポーズを撮る)。
スキージャンプの高梨沙羅選手の直滑降(真っ
直ぐ上から下に滑る)、斜滑降(ゆるやかにスピ
ードころして斜め滑る、ターンも必要)、エイ格
好(ポーズを撮る)。

スキージャンプの高梨沙羅選手の直滑降か
らのジャンプ。
エイ格好はどうでもいいが金メ
ダルのジャンプをして欲しいです。
会長の時間でした。

ＭＵ有会員
1/29
２月定例理事会
1/30

髙橋 外山 三坂 萩原 大峯
鎌田 平川 脇丸 井福 小坂
吉原 徳重

都城中央
山下 丸山 河野 藤岡 中村（静）

□幹事報告

外山 俊明

○都城ＲＣ…
例会時間変更 2/14（金）18:00～
＊癒しの例会の為
○大迫ガバナー事務所…
＊ガバナー月信 ２月号
＊ＲＬＩ委員会… 実行委員会
2/16（日）メイン 13:30～16:00
○阿久根ＲＣ…
創立４０周年記念式典・祝賀の案内
4/13（日）記念講演 10:00～12:00
式典 14:00 祝賀会 16:00
○ロータリーの友 ２月号
○公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会…
寄付金免税申告用領収書
○公益財団法人ロータリー日本財団…
寄付金免税申告用領収書
○（財）都城地区ロータリークラブ 教育振興
基金･･･＊2013-14 年度４ＲＣ負担金
のお願い
＊寄付金免税申告用領収書
○（株）熊平制作所…抜粋のつづり 73 号
□クラブ報告
○ 2/19（水）３月定例理事会 11:30 中山荘
○ ＩＭ登録料 1000 円 2/12 から徴収
○ 中間決算各委員会資料 各委員長さんへ配布
□雑誌会報インターネット広報委員会 吉田努
E－CLUB でメーキャップしましょう！
E－CLUB は開催期間が 1 週間。インターネット
で 24 時間メーキャップが出来ます。
ビジター費は 1000 円。クレジットカードでの決
済となります。メーキャップッ期間が過ぎちゃっ
た～、大丈夫ロンドンの E クラブで出来ちゃいま
す。

□出席報告
47 名
6名
3１名
73.80％

前回修正出席率
届出有
届出無

1/22
1/29

80.95％
80.95％

鳥集 和田 山下 中村（静）藤岡
吉元
甲斐 中村（七） 前田 盛田 柳

吉田
甲斐 和田 福本 前田 中村（七）
盛田 木佐貫 柳
甲斐 藤岡 山下 福本 中山
柳 盛田 和田

□委員会報告

別紙に掲載しております。

□本日のプログラム
国際奉仕委員会担当

三坂 昭一 副会長 卓話
別紙に掲載しております。

□ＳAA 報告
別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム
２／１２
Ｒ情報担当 卓話
２／１９
社会奉仕賞
２／２６
特別休会
2/5
11,500

計
234,100

2,507

56,836

ﾛｰﾀﾘｰ 財団

10,200

299,800

米山奨学会

20,000

225,000

教育振興基金

10,000

144,000

1,000

23,000

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

40 周年準備金

会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率

1/31
サンライズＲＣ
（Ｅ-club）
ＭＵ無会員
1/22
要ＭＵ会員
1/29

雑誌会報・インターネット・広報委員会
吉田
努 ・ 盛田 祐一
藤岡 成学 ・ 中原八重子
ロータリー事務局

制作

福永

忍 会員

萩原 和洋 会員
欠席～吉元 鉄夫 会員

おめでとうございます(*^_^*)

HAPPY
BIRTHDAY♪

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□本日のプログラム

＊国際奉仕 担当

＊日経新聞より、トヨタ自動車他 利益
（増収増益）
＊円安 86～105 円
＊株
41 年ぶり５７％上
＊急成長の為 人手不足、資材不足
＊原発停止の為電気代があがる

□SAA 報告
◎ニコニコ箱◎
藤岡
（多良木 RC）･･･ニコニコ箱へ
萩原 和洋･･･６５回目の誕生日です。年金満額世代になります。
有難うございました。
天水 金作･･･マルティプル・ポール・ハリス・フェローを頂きありがとうございました。
福永
忍･･･私も８３歳の誕生日を迎えることができました。
皆様方の御厚情に深く感謝申し上げます。

◎ロータリー財団◎
福本
晃･･･ロータリー財団へ

◎米山記念奨学会◎
中山 忠彦･･･今日からタイに行ってきます。米山がアジアのリーダーの育成に
役立つ事を心から祈ってます。

◎教育振興基金◎
三坂 昭一･･･教育振興基金へ
福本
晃･･･教育振興基金へ

◎４０周年準備金◎
徳重 幸男･･･所用につき。

