
 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

点鐘 

合唱      それでこそロータリー 

ゲスト紹介 

  国際ロータリー第 2730 地区 

   ガバナー 田中 俊實 様 

            （鹿屋ＲＣ） 

 

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            山下 龍二 氏 

◎都城北          樋口 正義 氏 

◎都城中央        なし 

 
 

□会長の時間       吉原 信幸

皆さんこんにちは！梅雨明けして丁度一週間が

過ぎましたがいかがお過ごしでしたか？ 

私は先週初めて熱中症になってしまったようで

頭痛と吐き気があり、バレーの試合がありましたが

足をつってしまいました。水分は補給していました

が塩分が足りなかったようで以後注意して塩分を

取るように心がけております。皆さんもご注意くだ

さい。 

本日は田中俊實ガバナー、東篤徳ガバナー補佐、

ようこそ都城西クラブへお出でいただき誠にあり

がとうございます。東ガバナー補佐は先週に引き続

きありがとうございます。昨日から公式訪問が始ま

り、本日が我が西クラブの公式訪問です。例会後写

真撮影そしてクラブフォーラムとなっております。

最後まで宜しくお願いします。 

田中俊實ガバナーとはペッツで初めてお会いし

世界大会のシドニーでもお会いしそしてリーダー

シップ研究会 RLI でも隣で勉強させて頂きました

が、いつも明るく笑顔の素晴らしい気さくな方だと

思います。 

田中ガバナーのお父様もロータリアンで１９８４

ー１９８５年度にガバナーをされたと言うことで

親子二代ロータリーを知り尽くされている方だと

思います。 

 

今日はクラブフォーラムの中で三坂会員、河中会

員、吉田会長エレクト、鳥集会員に後程テーマに沿

って発表をお願いしてありますので宜しくお願い

します。 

 

さて今年度の RI テーマはロータリーに輝きを！

ですが３つの点を強調されています。１つ目に会員

増強２つ目にポリオ撲滅３つ目にロータリーデー

の成功とありますが 

 

まず１つ目の会員増強ですが私の今年度の目標

としましては５名の増強を掲げておりますが、ただ

増強の前に出席率の向上が必要ではないかと思っ

ています。今までの西クラブは地区内でも上位に位

置しておりましたが最近の出席率は市内クラブの

中でも下がって来ていると思います。この出席率を

まず上げることにより会員の増強に繋がると思い

ます。一人一人がロータリーに対しての認識が下が

って来ていると思います。ぜひ出席された方々と声

を掛け合い楽しい例会作りをお願いします。もし欠

席の方がおられましたら電話などでも結構です、連

絡を取り合って下さい。 

皆さんにお願いですがもし退会された方と会われ

た時にはまた帰ってくるのをみんな待ってるよ！

とお声掛けをお願いします。 
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２つ目のポリオ撲滅に関しては昨年度より各ク

ラブ１５００米ドルを寄付するよう要請が来てお

りますが今年度はぜひ達成したいと思います。こ

の件は３つ目のロータリーデーの成功と合わせて

企画を考えております。今思案中ですのでその際

にはぜひご協力お願いします。 

 

それでは今日は何の日で終わりたいと思いま

す。今日は１９９９年アメリカのスペースシャト

ル初の女性船長でアイリーン、Ｍ、コリンズさん

がコロンビア号で打ち上げ成功した日です。何時

かは宇宙旅行してみたいものですね！ 

以上会長の時間でした。 

 

 

 

□幹事報告         徳重 幸男 
○ 都城西ＲＣ…例会時間変更 7/30（水）

納涼例会の為 18:30に変更 

○ 都城北ＲＣ…例会時間場所変更  

8/5（火）納涼例会の為霧の蔵ブルワリー

18:30に 変更 

○ 田中ガバナー事務所…     

  ① ＲＬＩ パートⅡ 修了証   

吉原 信幸会長へ 

  ② 2017-18 年度 ガバナー候補者 

推薦のお願い 

    締切 2014 年 10 月 15 日 

  ③ 地区ロータリー財団「補助金管理セミ

ナー」開催のご案内 

    8/17（日）13:00～17:00 メイン

○ロータリーの友事務所…ロータリーの友  

電子版のご案内 

 興味のある方 事務局まで 

閲覧方法をご案内します  

 

■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      45 名 

出免数       4 名 

出席数      32 名 

出席率 78.04％ 

前々回修正出席率 7/9 87.80％ 

前回修正出席率 7/16   78.04% 

届出有 永野 和田 山下 脇丸 藤岡  

坂井 池田 福本    

届出無 盛田  

ＭＵ有会員 
 

 

 

なし 

 

ＭＵ無会員 

7/9 

和田 盛田 中村（静） 山下 柳 

要ＭＵ会員 

7/16 

小田 星野 脇丸 和田 山下  

池田 藤岡 船木 盛田  

□委員会報告   なし 

 

□本日のプログラム 

田中 俊實ガバナーアドレス

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 
７／３０  納涼例会 18:30～中山荘 

８／６   ＩＡ年次大会報告 

８／１３  お盆の為 休会 

 

 ７／23 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 1,000 37,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,250 11,172
ﾛｰﾀﾘｰ 財団 20,400 132,600
米山奨学会 5,000 75,000
教育振興基金 5,000 83,000
４０周年準備金 3,000 9,000

 

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 

   
 



   

 

 

□本日のプログラム 
 

 

 

 

 

 

 

1. 「ありがとうロータリー」の歌について、説明致します。こ

の歌の元歌は、1 月サンディエゴでの国際協議会の時、開会

前に皆で歌った曲に日本語で歌詞を私と同期の静岡のガバ

ナー 岡本一八氏がつけた歌です。「富士の高嶺見つめて  

地に足を踏みしめ」のところを高い目標に向かって一歩ずつ

前進しましょう。と読みましょう。全体的にとても良い歌詞

だと思います。特に「ありがとうロータリー 出会えた奇跡」

のところが好きです。 

 

 

2. 今年 1 月、サンディエゴの国際協議会でゲイリー・ホァン会長は、ニュースを見るたびに、

助けを必要としている人々が 

世界にいかに大勢いるかということを思い知らされます。 

私たちロータリーの仕事は、世界のニュースを少しずつ、より良く、より明るく、希望に

あふれたものにすることです。ただ座って暗闇を呪うよりも、「ローソクをともしたほう 

がいい」という格言からローソクを灯すのがロータリーです。私が一本、あなたが一本、

こうして世界 120 万人全員がローソクを灯します。力を合わせれば世界を光で輝かせる

ことができるのです。すなわち、「ロータリーに輝きを」与えることができます。 

さらに、修身斉家、治国平天下を述べられ、「超我の奉仕の理念によって自らを律します

が、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、2014-15 年度には、ロ

ータリーの奉仕を人々と分かちあい、クラブをより強力なものとし、地域社会で、世界で

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」もたらして下さい。 

ということで、「ロータリーに輝きを」というテーマを発表されました。そして、次の３

点を強調されました。 

 

（1） 本ロータリー年度会員数 130 万人という目標を達成することにより、「ロータリーを

輝かせて」下さい。 

 

（2） ロータリー110 周年を記念してポリオを撲滅して、「ロータリーに輝きを」もたらし、

歴史に 1 ページを刻みましょう。（1 人 3 ドルと地区 DDF×20％のエンドポリオ寄付

が期待されています。） 

 

（3） ロータリーデー（7～12 月）を成功させて「ロータリーに輝きを」を実現させましょ

う。 

 

 

 

 

 

 



 

 

2014-15 年度 34,000 を超えるクラブを強化し、「ロータリーに輝きを」もたらせば、ロー

タリーの奉仕で世界に輝きをもたらすことができるでしょう」と結ばれました。ゲイリー・ホ

ァン会長の「ロータリーに輝きを」のテーマを実践するのは誰でしょうか。そうです。我々一

人一人のロータリアンです。一人 一人が強く輝きましょう。その為には、ロータリアンはま

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

誇りを持ちましょう。そして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。世界

のニーズの変化によるロータリーの組織とやり方の変化に伴い、戦略計画、CLP 等を取り

入れることにより、クラブの活性化を図り、地域で、世界でロータリーを輝かせましょう。

その上で、 

 

① 会員増強 120 万人→130 万人（108％）これに従うと、計算上 2,300×108％＝

2,484 人（＋184）、チャレンジしましょう。 

② ロータリー110 周年を記念して、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。 

③ クラブにおいて、RI 戦略計画と CLP の本格導入を奨励する。 

④ 以上のために、My Rotary（www.rotary.org/myrotary/ja）から開ける「ロータリー

クラブ・セントラル」は、クラブにおける戦略計画の 3 つの主要な分野（会員増強、

奉仕、ロータリー財団への寄付）の目標に向けた進捗や活動状況を確認できるオンライ

ンのツールです。活用しましょう。 

 

皆さん、2014-15 年度「ロータリーに輝きを」のテーマ実現に絶大なる御協力をお願い致

します。 

世界のロータリーの中で職業奉仕と奉仕実績を高いレベルで実行できている地区を目指し

ましょう。 

 

3. シドニーでの 2014 年ロータリー国際大会では、ロータリアン、ロータリーファミリー

（学友・IA・RA）、ゲスト WHO 事務局長補佐ブルース・マイルワード氏等、すばらしい

方々のスピーチを聞くことができた。特にポリオ、財団、奉仕活動に絞った内容でした。

ロータリアンとしての心磨き、ロータリーの歴史等の発表はなく、大変淋しい気がした。

今や RI は理論派より奉仕行動派が主流で、特にポリオ撲滅、世界の弱者救済と青少年奉仕

に力点が置かれ、その為の会員増強と寄付増進が求められています。 

我々2730 地区のロータリアンは、ゲイリー・ホァン会長の修身斉家、治国平天下の言葉

に支えられ、職業奉仕と奉仕実績の両論を高いレベルで達成して「ロータリーに輝きを」

もたらしましょう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 三坂 昭一 会員 
 

・都城西ＲＣ創立３年目で入会。 

・最初はロータリーは老人クラブだと思っていた。 

・入会時を振り返って･･･良い先輩にたくさん出会えた。 

・人に恵まれ、都城西 RC に恵まれ、たくさんの友情を頂いた。 

 

 

 

 

 

 鳥集 寿一 会員 

 
・これまでの経歴について。 

・日本経済は中小企業の社長方が支えている!! 

・メークアップに行くと色々な話が聞ける。 

島津 PG と挨拶を交わした時には感激した。 

・ロータリーに入って、世間が広くなった。 

・都城西 RC に入って本当に良かった。 

 食事の時も、楽しく和気あいあいとしている。 

 年上の先輩方から歩み寄ってくれるのが嬉しい。 

・草水会員の「足引っ張らず、手引っ張る」に感銘を受けた。 

 

 

 

 河中 功 会員 
 

・入会当時 雑誌会報委員になり、毎週のテープお越しが 

 大変だった。 以後メモをもらえる様に･･･ 

・SAA を担当した時は、バッジ忘れなども 1,000 円 

 もらい、年間で 80 万円集めた。 

・ロータリーに入会し、時間を守れる様になったり、人前で 

 話が出来るようになった。 

・メークアップでたくさんの方と知り合えた。 

 自分を売り込むのが大事だと思う。 

・ロータリーとは「自分の研鑽の場」 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

吉田 努 会長エレクト 
 

・教育振興基金は、ロータリーらしい事業である。 

・卒業する奨学生が例会にお礼に来た時に、「役に立ちました」 

 と喜んでくれた姿を見て、これからも都城の子ども達に 

 支援していきたいと思った。 

 

 

 

 

 

□SAA 報告 
 ◎ニコニコ箱◎ 

  外山 俊明･･･田中ガバナー 公式訪問御苦労様です。 

 

 ◎ロータリー財団◎ 

  前田 吉基･･･ロータリー財団へ 

  中原八重子･･･棈松委員長 頑張って下さい。 

 

 ◎米山記念奨学会◎  前田 吉基 

 

 ◎教育振興基金◎   前田 吉基 

 

 ◎４０周年準備金◎ 

  吉原 信幸･･･田中 俊實ガバナー、東 篤徳ガバナー補佐 公式訪問ありがとうございました。 

  徳重 幸男･･･田中 俊實ガバナーをお迎えして。 

  小坂泰一郎･･･田中 俊實ガバナー、東ガバナー補佐 よろしくお願いいたします。 

 

 

 


