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君が代 ・ 奉仕の理想

◎都城
◎都城北
◎都城中央

なし
樋口 正義 氏
なし

□会長の時間

精を出して頂きたいと思います。そしてこれからも
ご指導お願いいたします。
２０１４-２０１５年度が今日からスタートしま
すが、徳重幹事、新役員一同精一杯勤めさせていた
だきますのでよろしくお願いいたします。

吉原 信幸

皆さん、こんにちは！今食事中に流れていたロー
タリ－ソングいかがでしたか？なかなか良い歌で
すね！これから例会の際流したいと思います。
そして例会会場の看板もロータリーのロゴが新し
くなりましたので変更になっています。
この度都城西ロータリークラブ第４０代会長を
おうせつかりました、職業分類、自動車美装業、吉
原信幸です。ついにこの日が来てしまいました。少
し緊張しておりますがよろしくお願いいたします。
そして元気よく返事をして体をいたわりそして多
くの方々と語り合い多くの方々と親睦を深めたい
と思います。
さて今高橋会長よりバッジの伝達がありこのバ
ッジを着ける事でロータリークラブの重みとまた
この西クラブの長として誇りを持ってこの一年頑
張っていきたいと思います。
まず初めに高橋会長、外山幹事クラブテーマ(会
員増強、そして楽しもう！)のもと、クラブ会員を
一年間引っ張って頂いた事に感謝しお礼申し上げ
ます。高橋会長におかれましては幹事職を終えられ
すぐ翌年は会長と言う職務を続けて経験され、本当
に大変だったと思います。仕事抜きでロータリー、
プライベートの事よりロータリーと二年間本当に
お疲れ様でした。これからは仕事、プライベートと

６年前中村七郎会長の元幹事をやらせていただ
いて今回会長と言う事でこれまで諸先輩方が築い
てこられた西クラブをどの様にやっていったらい
いのか不安ではありますが会長の時間の内容につ
きましてはロータリーの事はもとより今の旬の話
や興味のある話題など、そして倫理的な話が出来れ
ばと思っております。
昨日夕方のニュースを見ておりましたら安部首相
が集団的自衛権の容認を閣議決定をしたと言うニ
ュースは皆さんもご存じだと思いますが、閣議決定
の内容は
我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみなら
ず我が国と密接な関係ある他国に対する武力攻撃
が発生しこれにより我が国の存立が脅（おびやか）
かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根
底から覆（くつがえ）される明白な危険がある場合
と
自民、公明の両党で閣議決定されました。がこの件
に関しては賛否両論あると思いますので私の意見
はここでは差し控えますがただ日本は二度と戦争
はするべきでは無いと思います。
話は変わりますが今梅雨真最中ですが我が家では
子育て真最中の者がいます。うちに来ていただけれ
ばお分かりだと思いますがその者とはつばめです。
皆さんの所にも巣作りをしている所もあると思い
ますが私の工場は１６年前に引っ越して来て商売

をしていますがその頃から巣作りを初めて今では
天井に２０箇所ほどの燕の巣があり３月頃からま
た帰ってきまして今２回目の産卵をして大にぎわ
い中です。雨の中を昆虫やトンボなどをくわえて
はひなの口に放り込む姿を見ながら大きくなって
いく雛を見ると毎年癒されています。
生まれて３週間程で巣立っていきますが鳥ってす
ごいなーと思うのは人間は自分の力で一生飛ぶこ
とは出来ませんが燕は３週間程で飛べるようにな
ります。ただインターネットで燕の生態を調べて
見ると暖かいオーストラリアや台湾に渡っていく
数は巣だった数の１３％程だそうです。そして燕
の一生は１年半程だそうです。ただ長生きする燕
も居るそうです。中では７年も生き抜いたツバメ
もいると言う事です。
人間の一生を考えるとはかない短い人生です！だ
から必死に数多くの卵を産んで短期間で雛を育て
るんだと思います。
この巣で育った燕は必ず巣の所へ帰ってくるそう
です。昔から燕は益鳥と言われ農作物を食べてし
まう昆虫や虫を主食にしていますし、蚊やハエも
たべてくれて昔から農作物を営む人々は燕を大切
にしてきました。軒先に燕が巣を作ると魔除けの
効果があり、幸福をもたらすと言われ、フンも作
物の肥料になるそうです。ですから私も燕を大事
にして納車の際、お客さんの車に糞が付いても、
お客さんには運をつけておきましたと言ってお客
さんに車を渡しています。そして我が家にもどん
どん運が来るように祈っているところです。
最後に
今日は何の日で終わりたいと思います。今日は南
北ベトナムが統一した日です。
そして日本では香川県生麺共同組合が作ったのが
うどんの日だそうです。今夜、ざるうどん でも
いかがでしょうか？
以上で吉原年度第１回目の会長の時間とします。
ありがとうございました。

□幹事報告

徳重 幸男

○田中ガバナー事務所…
・2014-15年度 地区委員委嘱状の送付
・ガバナー月信 ７月号
・ロータリーレート ７月からレート１０２円
＊現行 102 円
・審議会［立法案提出］について
２０１６．４月に開催
＊12/31 締切
・公共ｲﾒｰｼﾞ部門・クラブ委員長会議のご案内
7/26（土）受付 13:00
会議 13:30～16:00 メインホテル

○ 大迫ガバナー事務所…ガバナー月信 最終号
○ ロータリーの友 ７月号
○ 延岡ＲＣ…60 周年記念式典・懇親会
ご臨席お礼
○ 都城泉ヶ丘（定時制）高校…体育大会の案内
□クラブ報告
○7/30（水） 納涼例会 18:30 中山荘
８月定例理事会 18:00～

出席報告
会員数
出免数

45 名
4名

出席数
出席率

33 名
80.48％

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
6/25
７月定例理事会

ＭＵ無会員
６/18
要ＭＵ会員
６/25

5/18
6/25

90.24％
85.37%

草水 河野 坂井 中山 山下
藤岡
中村（静） 福本
吉原 徳重 髙橋 中村（七）
小俵 吉田 前田 井福 平川
高辺 船木 中原 外山
河野 鳥集 中山 柳
中山 山下 柳 福本 鳥集
中村（静）

※6/30 付で園田 継昭氏、岩橋 辰也氏が退会されました。
尚、園田 継昭氏は 7/1 より名誉会員となります。

□委員会報告
★フェローシップ 中原八重子 委員長
7/30 納涼例会のご案内

□本日のプログラム
□ＳAA 報告

別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム
７／9
各委員会事業計画発表①
７／１６
各委員会事業計画発表②
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

７／２
26,000

計
26,000

2,817
2,817
ﾛｰﾀﾘｰ 財団
61,200
61,200
米山奨学会
20,000
20,000
教育振興基金
20,000
20,000
４０周年準備金
2,000
2,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
小坂泰一郎 ・ 中山 忠彦
河野 一治 ・ 星野 彰 ・ 坂井 真由美
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

◆地区 インターアクト委員
小坂泰一郎会員
◆地区 出席推進委員会 副委員長 中山 忠彦 会員
◆地区事務所 事務局長
中村 七郎 会員
◆公益財団法人都城地区ロータリークラブ 教育振興基金
理事 鎌田 博文 会員、井福 博文 会員、永野修一郎 会員
監事 河中
功 会員
◆３ＲＣ事務局運営委員会 委員長 三坂 昭一 会員

□本日のプログラム

吉原 信幸 会⻑

クラブテーマ「40 年の歴史を振り返り、語り合おう西クラブ」
皆さん改めてこんにちは！
平成９年１０月岡崎会員の紹介により入会させて頂き早１７年目となりました。西クラブに入
って色々な事がありましたが、２年目になろうとする頃に親睦委員長をやらさせて頂きました
が納涼例会の前にバレーボールの試合で足をねんざしてしまい、松葉づえで舞台で踊った事を
思い出します。この親睦委員長をさせて頂いて会員の皆さんとグット近くなったような気がし
ます。岡崎会員より人脈は無限の宝庫。新しい人脈を大いにつくりなさいと教えられ河中会員
には出席を自分のクラブはもちろん、他のクラブへもメークアップをして人と知り合いになり
なさいとか、ほかの方々からも色々な助言を頂いた１６年でした。我が西クラブは私に取って
経営のノウハウを教えてもらい、だからこそ、私自身西ロータリーを一度もやめようと思った
ことはありません。
今回会長を受けるにあたって家内に相談をしました。そうすると、一言、
‘やってみれば！と
言ってくれました。現在我が会社は家内と二人でやっております。会長職を受けると言う事は
家内にも負担をかけると言うことですので家内の賛同は本当にありがたかったです。
そこで会長を受ける前に私と家内は井福会員と奥様に連れられシドニー世界大会に参加して
きました。
世界のロータリーとは？と思い参加させて頂きましたが 2730 地区以外での大会は初めてで
したが世界中からいろんな人種の方が同じ目的を持って奉仕活動を実践し人々を助ける団体
である事が家内と二人認識できた事は参加してよかったと思います。
そして今回は２度目の新婚旅行が出来た事は特によかったです。
前置きはこの辺にしまして

2014～2015 年度の RI 会長ゲイリーC.K.ホアン氏は「ロータリアンは、超我の奉仕の理念
によって自らを律し、奉仕において高い目標を掲げるためにはロータリー自体に対する手入れ
を怠らず、ロータリーファミリーを拡大していくことが必要です」と説かれ、今年度にはロー
タリーの奉仕を人々と分かち合い、クラブをより強力なものとし、地域社会で世界ロータリー
の存在感を高めることで、“ロータリーに輝きを”という新年度 RI テーマとして掲げられて
います。
本年度ガバナーは鹿屋ロータリークラブ 田中俊實ガバナーで職業分類は農機具販売
の方です。
田中ガバナーはゲイリーホｱン会長の「ロータリーに輝きを」のテーマを実践するのはだれで
しょう？そうです。我々一人一人のロータリアンです。まず超我の奉仕の理念により、自らを
律しなさい。つまり、ロータリーの目的を受け入れ実践することにより、ロータリアンとして
の自覚と誇りを持ち、地域や国際的な奉仕実績にも自信と誇りを持ちましょうと言われそのう
えで
① 各クラブ、RI 会長賞への挑戦をお願いします。
② １２０万人を１３０万人（108％）これに従うと計算では 2730 地区で 184 名の増強と
なります。みなさん拡大にチャレンジしましょう！
③ ポリオ撲滅とロータリーデーを組み合わせてイベントをする。
④ クラブにおいて RI 戦略計画と CLP 導入を推奨する。CLP については西クラブも検討
しなければいけないと思います。
⑤ クラブにおける戦略計画の目標に向けた進歩や活動状況を確認できるインターネットのホ
ームページを活用しましょう！
と 2014-2015 年度の RI テーマ「ロータリーに輝きを」のテーマ実現に協力をお願いしま
すと述べられました。
今年度クラブ基本方針としましては事業計画書にも記載しておりますがここで発表したいと
思います。
クラブテーマ
「40 年の歴史を振り返り 語り合おう西クラブ」
今年度が丁度、40 年目を迎えるにあたって諸先輩ロータリアンの皆様が築いてこられた事
に感謝し50 周年にむけクラブ内で語り合い楽しい西クラブを作りたいと思いこのテーマにさ
せていただきました。
今年度目標は
1. 会員増強に取り組む 平成 27 年 6 月までに 5 名この会員増強は毎年掲げられますがロ
ータリーの奉仕活動には重要である。
今年度は今までの推薦された方と退会者の掘り起こしと女性会員、若い世代の新入会員
を獲得する。 木佐貫委員長よろしくお願いします。
2. クラブ奉仕基金（ロータリー財団棈松委員長、米山記念奨学会天水委員長、教育振興基
金丸山委員長）にお願いしてあります。寄付集め大変でしょうがよろしくお願いします。
3. ポリオ撲滅運動 「ポリオエンドナウ あと少し」 のテーマで掲げられています。
これはクラブ内での行事で実行できればと思います。

4. 出席率の向上 上田プログラム副委員長 よろしくお願いします。
最近の当クラブは出席率が他のクラブより低下しているため欠席者への呼びかけそして
出席の義務をよく理解していただき、地区内でのトップになるよう努力します。
５.東蔚山 RC との子供たちの交流事業そして国際奉仕的事業の計画と実施。
船木委員長よろしくお願いします
6. 次年度開催の 40 周年記念に向けての協力 井福実行委員長お願いします
7. 広報活動強化 小坂委員長よろしくお願いします。 クラブ内での活動等を随時ホーム
ページやメディアを通して、ロータリーの奉仕を地域の方々に伝えていく。
今年度のテーマにあります「語り合おう西クラブ」では今回会長担当例会を企画しております。
その時間帯は会員スピーチをぜひお願いしたいと思います。日頃感じていること会社のことな
んでも結構です。前にでてお話しください。よろしくお願いします。
今日から新年度がスタートいたしますが今月２３日のガバナー公式訪問にはぜひ多くの参加
をお願いします。そして地区大会、都城ロータリークラブ６０周年、IM 等ございますがこれ
らのロータリーの行事には、ぜひ多くの参加よろしくお願いします。
次週は各委員会事業報告がございます。各委員長様一年間よろしくお願いいたします。
以上就任挨拶といたします。
ありがとうございました。

徳重 幸男 幹事

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
樋口 正義（都城北）･･･今年も仲間に入れて下さい。
吉原 信幸･･･今年度よろしくお願いします。
井福 博文･･･吉原丸の船出を祝して。ＳＡＡを一年間頑張ります。
よろしくお願い致します。
髙橋 五男･･･ブラジル大会は吉原会長・徳重幹事 サンバになって舞い上がり
躍進して下さい。
岡崎
誠･･･吉原会長の船出を心からお祝い申し上げます。私のチルドレンとして
大変うれしく思っております。
河中
功･･･吉原年度に期待して。
長友 喜信･･･吉原 徳重年度の船出を祝して。
三坂 昭一･･･吉原年度の門出を祝って！
棈松 豊治･･･吉原会長 徳重幹事 理事 委員長さん 頑張って下さい。
福永
忍･･･吉原 徳重年度の門出を祝して。
船木 修一･･･新役員の皆様 一年間よろしくお願いします。
天水 金作･･･吉原年度の船出を祝して。
吉田
努･･･慣れぬ席で緊張します。よろしくお願いします。
鎌田 博文･･･吉原会長 徳重幹事 よろしくお願いします。

萩原 和洋･･･吉原新年度を祝して!!頑張って下さい！
外山 俊明･･･昨年度はお世話になりました。新年度スタートおめでとうございます。
小田 賢一･･･吉原会長 徳重幹事 一年間のスタートおめでとうございます。
頑張って下さい!! 心より応援しています!!
永野修一郎･･･会長 幹事 ご就任お目出とうございます。
脇丸 孝和･･･吉原年度を祝して。
中村 七郎･･･吉原年度の弥栄を願い。
小俵
武･･･吉原 徳重年度の船出を祝って!!少々 頑張って下さい。
柳
顕彰･･･髙橋会長 外山幹事お疲れ様でした。
そして吉原年度スタート!! がんばりましょ～う❤
中原八重子･･･6/25 ビアガーデンご利用ありがとうございました。
残りましたので寄付します。

◎ロータリー財団◎
棈松 豊治･･･ロータリー財団に協力をお願いします。
吉元 鉄夫･･･棈松さんにすすめられましたので。
河中
功･･･ロータリー財団へ
吉田
努･･･ロータリー財団へ
船木 修一･･･棈松委員長、長友委員長に強制されて！！
池田誠至朗･･･ロータリー財団へ

◎米山記念奨学会◎
河中
功･･･米山記念奨学会へ
池田誠至朗･･･米山記念奨学会へ

◎教育振興基金◎
丸山 照明･･･委員長にさせて頂きました。皆様ご協力を！！

◎４０周年準備金◎
徳重 幸男･･･幹事という思席に就任させて頂きました。１年間御指導下さい。
小坂泰一郎･･･吉原会長 徳重幹事 １年間頑張って下さい。
鳥集 寿一･･･吉原 徳重号の出発を祝って!!

