週報 第１８５４回

平成２６年７月１６日

点鐘
合唱
ゲスト紹介
宮崎県西部分区ガバナー補佐
東 篤徳 様
（都城中央 RC）
ビジター紹介
◎都城
◎都城北
◎都城中央

□会長の時間

なし
樋口 正義 氏
なし

吉原 信幸

皆さんこんにちは！待ちに待った梅雨が今日あ
けました。仕事柄梅雨が待ち遠しい方もおられると
思いますがその中の一人が私です。車のコーティン
グはせっかく綺麗にするんだから梅雨が明けてか
ら頼む方が多いので梅雨が明けてくれてありがた
いです。
先週は例会終了後に雨風と強くなって例会前に
強くなくてホッとしたところでした。その後皆さん
の所では被害はありませんでしたか？次の日がか
なり強いと言われていましたが例会の夜が一番強
かったようですね！天気予報が当たらないのも良
いですがまた肩透かしだったように思います。翌日
東蔚山 RC のキムさんから台風の状況の電話を頂
きました。お陰さまで大事には至らなかったと事務
局の方で返事をしてもらったようです。
先週は事業計画の報告を発表してもらいました
がスムーズに行き過ぎて今日は小坂委員長の報告
の後に棈松会員の卓話をお願いしてあるようです。
宜しくお願いします。

さて先月から行われておりました FIFA ワールド
カップも一昨日決勝戦がありアルゼンチンのメッ
シの活躍も残念ながら届かずドイツが今大会 24 年
ぶりに優勝しました。24 年前もマラドーナ率いる
アルゼンチンとの決勝でドイツが優勝しましたが
その後なかなか良い成績が残せず１０年前から現
在のレーウ監督に代わり、今回の優勝コメントが
今大会の準備期間は５０日以上あったが、このプロ
ジェクトは１０年前に始めたものだ。長きにわたる
努力がついに実を結んだ。 とコメントしたしま
したがその裏には長期戦略計画が立てられていま
した。
それは、準決勝戦のブラジル戦に先発した９人
は、４年前のワールドカップ準決勝を経験済み。決
勝での延長戦でピッチにたった７人は２０１２〜１
３年の欧州王者バイエルン・ミュンヘンの同じチー
ムで 選手が流動的にポジションを入れ替え「あう
んの呼吸」でゴールに迫り、互いの特徴を熟知して
いるからこそ、スピーディーでダイナミックな攻撃
を可能にさせた。ということです。日本も海外組が
短期間でなくもう少し長い時間練習を重ねチーム
プレーすれば あうんの呼吸 が出来良い結果が出
せると思います。
先週の日曜日はメインホテルで二回目の RLI ロー
タリーリーダーシップ研究会に参加してきました。
今回も 6 時間授業を受けましたが有意義な時間を
過ごしました。ロータリー財団、米山奨学会 チー
ム作りとクラブコミュニケーションなどのテーマ
で６分科会で行われました。RLI とは３つのパート
でパート１ではロータリアンとしての基礎を中心
にしてパート２ではパート１を基礎に更に自分自
身のクラブでより能力を発揮するための知識と技
能に焦点を当てパート３ではより高いロータリー
の奉仕に向けてのコースとなります。ぜひ皆さんロ
ータリーの事を熟視するいい機会です。ぜひ参加し
てください。

それでは最後に今日は何の日で終わりたいと思
います。４年前の今日中国米山学友会設立 1 周年
特別座談会が中国上海で行われました。皆さんも
この米山奨学会には賛否両論あるかと思います
が、今回この座談会を YouTube で見ることが出
来ます。機会があればぜひ見ていただきたいと思
います。
来週はいよいよガバナー公式訪問です。田中ガバ
ナーとのクラブフォーラムと写真撮影も行われま
すので多くの参加お願いします。
以上会長の時間でした。

出席報告
会員数
出免数

45 名
4名

出席数
出席率

32 名
78.04％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出無
ＭＵ有会員
都城中央

7/13
第一期ＲＬＩパートⅡ

□幹事報告

徳重 幸男

○田中ガバナー事務所… なし
○都城市…都城市後方支援シンポジウム～
つなげよう防災の輪・広げよう
減災の想い～の開催について
8/8（金） 14:00～17:00 ＭＪホール

85.37％
87.80%

小田 星野 脇丸 和田 山下
池田 藤岡
船木 盛田

届出有

7/1０

7/2
7/9

ＭＵ無会員
7/2
要ＭＵ会員
7/9

藤岡

吉原 大峯
河野 坂井 中山 山下 福本
中村（静）
和田 盛田 中村（静） 山下 柳

□委員会報告

別紙に掲載しております。

□本日のプログラム
■クラブ報告
○来週 7/23（水）田中Ｇ公式訪問
12:30 ～ 14:50
○7/30（水） 納涼例会 18:30
中山荘
８月定例理事会 18:00～
■地区関連 その他
＊第４９回ＩＡ年次大会……
26.7/26（土）～7/27（日）
ホスト：鹿児島南ＲＣ
鹿児島県立霧島ふれあいセンター
＊ガバナー合同懇親会
日時・場所…7/24（木）20:00～
中山荘 4000 円
担当クラブ…都城ＲＣ

棈松 豊治 会員 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
７／２３
田中 俊實ガバナー 公式訪問
12：30～13：30
13：30～13：50
13：50～14：50

７／３０
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
４０周年準備金

例会
写真撮影
クラブフォーラム

納涼例会 18:30～中山荘
７／16
8,000

計
36,000

3,163
20,400
30,000
35,000
3,000

8,922
112,200
70,000
78,000
6,000

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

□委員会報告

棈松 豊治 会員
外山 俊明 会員
欠席～脇丸 孝和 会員
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

東

篤徳 ガバナー補佐 挨拶
１年間よろしくお願い致します。
次週のガバナー公式訪問の案内

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

前年度決算報告
前年度会計 萩原 和洋 会員より報告
していただきました。

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

□本日のプログラム

都城西ＲＣ 発足時を振り返って
1976 年３月１０日（水）に第一回例会を開催。
特別代表は、永田 利満氏（都城ＲＣ）
都城クラブから、宮下さん・鎌田さん、都城北クラブ
から吉元会員など会員２６名で発足した。
当時の会費は 10,000 円、ビジター費 900 円、入会金 20,000 円。
会長の時間はロータリーの話を勉強する。 『入りては学び 出ては奉仕』

創立５年･･･無医村医療費無料診療 出張で、財部・大川原・高岡口。
創立１０年･･･都城西高校 インターアクトクラブ
都城北クラブ １０周年の時の草柳 大蔵先生の話について
「ロータリーに入会して良かった。近隣クラブのチャーターないとに行くと
自分が先輩になったような気がしました。ビジターの職業分類を調べて話をする。
」
転勤族の支店長さんは、いつも親睦委員。
都城西クラブ 歴代会長は現役１６名、退会１１名、死亡１１名。
理事会での決議が出しにくい時は、歴代会長に打診する。
（寄付）
創立１２年･･･霧島山の裾野にコスモスの苗を植えて種を取り、韓国でオリンピックが
あった時聖火ランナーが通る沿道に種をまいてもらいました。

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
東
篤徳（都城中央）･･･吉原会長、徳重幹事のスタートを祝して。
吉原 信幸･･･東ガバナー補佐 今日は訪問ありがとうございます。
来週はよろしくお願い致します。
髙橋 五男･･･収支計算書 決算承認を頂き、これで髙橋年度は終わりました。
皆様に感謝致します。
棈松 豊治･･･７７年過ぎました。ロータリーの始まりと同じ日です。
木佐貫鐵蔵･･･東ガバナー補佐 １年間御指導よろしくお願いいたします。
外山 俊明･･･前年度決算 無事終わりました。ありがとうございました。
◎ロータリー財団◎

三坂 昭一 ・ 草水 正義

◎米山記念奨学会◎

三坂 昭一 ・ 草水 正義 ・ 徳重 幸男

◎教育振興基金◎
三坂 昭一 ・ 草水 正義
棈松 豊治･･･丸山委員長ご苦労様です。
中山 忠彦･･･丸山委員長 頑張って下さい。
◎４０周年積立金◎
徳重 幸男･･･東ガバナー補佐を迎えて。
外山 俊明･･･誕生祝い頂きました。
前田 吉基･･･棈松会員 西クラブ発足当時のお話を快く引き受けて頂きまして
ありがとうございます。

