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君が代・奉仕の理想
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松下 万里子 さん
ビジター紹介
◎都城ＲＣ

リーロイ・エドワーズ 氏

◎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。
今度の日曜日は IM があります。インターシ
ティミーティングとなっています。受付
11:00、会議 11:30～15:30 となっていま
す。お弁当が出ます。場所はメインホテル 5F。
都城 RC 担当となっています。私たちのクラブ
から木佐貫鐵蔵宮崎県西部分区ガバナー補佐
を出していますので沢山の方かたに参加して
頂きますようにお願いいたします。
都市連合会(IM)は、近隣都市数クラブが集ま
って開かれるロータリーの会合。クラブ会員全
員参加のこの会合の目的は、会員相互の親睦と
知識を広めることであって、さらに、会員にロ
ータリー情報を伝え、奉仕理念を勉強するため
に開催されます。

また、今月は 28 日例会変更。観桜会を兼ね
ての韓国東蔚山 RC 歓迎会にも沢山の出席をお
願いします。
さてニューヨークに、自由の女神がありま
す。この像はフランス人が友好の証として送っ
たものでありますが、それにちなんで
「幸運の女神に好かれる 3 つのポイント」の話
しをします。幸運をくれる神様は、どうも女性
のようです。ですから、運に恵まれたいなら、
女性に気にいられるようにしなければいけま
せん。女性は、不潔な人、あつかましく無神経
な人、空気の読めない人、陰気な人が嫌いです。
ですから、この反対を心がければ、幸運が舞い
込んでくるのです。
話をビジネスの世界にかぎって考えてみま
しょう。第 1 に身だしなみです。といってもブ
ランド物で固める必要はありません。清潔で
TPO を心がけた服装が大切なのです。2 つめ
は謙虚な態度です。ただし、「能あるタカは爪
を隠す」でないといけません。普段は控えめで
も、いざというときは毅然と決断を下せるよう
にしましょう。3 つめは笑顔です。暗い顔をし
ていては、幸運は来ません。楽しい態度や明る
い雰囲気が、チャンスを呼び込むのです。当た
り前の事を実践しておけば幸運の女神に微笑
んでもらえるのです。3 月は引っ越しシーズン
です。微笑みがえしにあります、ハートのエー
スが出てきますから運を呼び込み成功に結び
つけましょう。2 人の女性会員と本日来られた
教育振興奨学生の松下様は男性に好かれる立
場で考えてみて下さい。
会長の時間でした。

□幹事報告

外山 俊明

○都城ＲＣ…
3/9（日）11:00～15:30 メイン
ＩＭの駐車場のご協力のお願い
○日本事務局…新 ２０１３年手続き要覧
○大迫 三郎ガバナー事務所…
① 第１期ＲＬＩ-2730
パート１のご案内
4/13（日）
受付 9:30 会議 10:00～17:20
メインホテル
登録料 6000 円
対象者：各クラブ １名
（2014-15 会長予定者か、クラブ研
修リーダーか。クラブの指導者）
②３月ロータリーレート １０２円
＊現行１０２円
③ガバナー月信 ３月号
○ロータリーの友 ３月号
○都城自衛隊…観桜会のご案内 3/29（土）
14:00～16:30
駐屯地グランド
会費 3000 円
○宮崎県薬物乱用防止指導員の就任について
26/2/1～28/1/31
新委員就任の依頼
○都城市土木部都市計画課…
「道づくりを考える都城広域女性の
会への参加のご案内」
○宮崎県国際交流協会…サウスウインド№84

ＭＵ有会員
2/19
３月定例理事会

髙橋 外山 三坂 萩原 大峯
鎌田 平川 脇丸 井福 小坂
吉原 徳重 前田 河野

2/21

吉元

都城ＲＣ

ＭＵ無会員
2/19
要ＭＵ会員
2/26

中原 和田 福本 甲斐 藤岡
山下 柳
特別休会

□委員会報告
★木佐貫鐵蔵 ガバナー補佐
『3/9 ＩＭについて』

□ＳAA 報告
別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム
３／１９
吉田
努 会員卓話
３／２６
ＩＡ委員会 担当
4/2→３／２８（金） 観桜会
（東蔚山ＲＣ歓迎会を兼ねて）
18：00～ 中山荘
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□出席報告
47 名
6名
30 名
71.42％

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

2/19
2/26

83.33％
特別休会

小俵 甲斐 永野 和田 吉田
藤岡 山下 井福
中村（静） 中村（七） 盛田 柳

教育振興基金
40 周年準備金

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

河中
功 会員 ・ 最勝寺俊昌 会員 ・ 小坂泰一郎 会員
河野 一治 会員 ・ 池田誠至朗 会員
※欠席～福本 晃会員・甲斐 祐次会員

□本日のプログラム

教育振興基金 奨学生 報告

鎌田 博文会員 より紹介

松下 万里子さんよりあいさつ

（教育振興基金 理事）

大変お世話になりありがとう
ございました。
これからも頑張っていきます。

吉原 信幸 会長エレクト
モーターショーの話（車の行く先・・・）

草水 正義 会員
自分の仕事の事
・前向きに考え今からの事を考える。
・皆で頑張ること!!

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
髙橋 五男･･･私の後輩、松下 万里子様 貴女の人生の旅立ち、明るい生活を送って
悔いのない人生を過ごして下さい。
外山 俊明･･･松下さん、卒業おめでとうございます。未来に向かって頑張って下さい。
萩原 和洋･･･妻の母の分、お悔やみをいただきました。全くもらえるとは知りません
でした。皆さんも権利のある人は遠慮せずに!!
河中
功･･･後期高齢者となり社会保険にも入れなくなり嬉しくありません。
しかし、頑張ります。
池田誠至朗･･･前期高齢者になりましたので誕生祝いありがとうございます。
最勝寺俊昌･･･誕生祝いを頂きありがとうございます。
船木 修一･･･西ロータリーゴルフ同好会優勝しました。ヨロコンデニコニコを!!
河野 一治･･･誕生祝いをいただきありがとうございました。
◎教育振興基金◎
木佐貫鐵蔵･･･上田委員長遅くなりました。
萩原 和洋･･･遅くなりました。
◎４０周年記念式典◎
松下万里子･･･長い間教育振興基金ありがとうございました。
靴のテヅカでも頑張ります。
吉原 信幸･･･来週１１日火曜日、都城倫理法人会の講演会が朝６時より中山荘で
あります。早起きをして参加されませんか？宜しくお願いします。
小坂泰一郎･･･誕生祝いをいただいてありがとうございました。
小坂泰一郎･･･松下万里子さん御卒業おめでとうございます。
靴のテヅカでも頑張って下さい。
鳥集 寿一･･･社会奉仕賞の賞状が志和池地区の回覧板に掲載されました。
改めて有難うございました。委員が皆よろこんでおりました。

