週報 第１８６３回

平成２６年９月２４日

点鐘
合唱

それでこそロータリー

ゲスト紹介

なし

ビジター紹介
◎都城

なし

◎都城北

樋口 正義 氏

◎都城中央
□会長の時間

なし
吉原 信幸

皆さんこんにちは！
またまた台風で例会の開催が危ばれましたが
無事に開催できました。先週土曜日に盛田会員
のお父さんが亡くなられました。ご冥福をお祈
り致します。その際連絡が遅くなりました。申
し訳なく思います。今回土曜日でしたので事務
局が休みのためなかなか連絡が取れませんで
した。そこで皆さんにお願いですが、連絡網と
してメールでの送信をしたらどうかと思いま
す。皆さんの中ではもう事務局からメールで送
信されている方もおられますが、まだ登録をさ
れていないかたはぜひ登録をお願いします。メ
ールがない方は FAX で送信致します。ご協力
お願いします。

「手にてつないで」を手をつなぎながら歌うの
はちょっと恥ずかしくて照れながら歌ってい
ましたが、この歌も親睦を深める歌なのでこの
ソングも好きです！
今日はこのロータリーソングの話をしたい
と思います。1920 年 10 月に日本で最初に東
京ロータリークラブが出来ましたが、この頃は
例会で歌うソングは全て英語の歌詞でした。そ
こで日本語によるロータリーソング作成の要
望が強くなり 1930 年神戸の地区大会で日本
語によるロータリーソングを作ることが採択
され 1935 年京都の地区大会で募集し、日本
語によるロータリーソングの投票が行われ、第
１位が『旅は道ずれ』第２位が『奉仕の理想』
第３位が『平和を人の夜に植え』第 4 位が『我
らの生業』でした。第１位に当選した作品は作
曲で一部に盗作があって失格になり、奉仕の理
想が第１位に繰り上げ当選になりました。作詞
は京都 RC の前田和一郎さんで作曲は東京 RC
の萩原栄一さんです。

『奉仕の理想』の歌詞の中で元々は「御国に
捧げん 我らの生業」の所は 「世界に捧げん
我らの生業」でしたが、この当時のガバナーは
著名な方で愛国心が強く新ソングの選考に当
たり「世界に捧げん」を「御国に捧げん」に変
えないと、当選は無効という通達を出しまし
た。この作詞をした前田氏は涙を呑んで変更を
承認されましたが、亡くなる際に親しい友人を
さて、今日も皆さんと一緒にロータリーソン 呼んで『もし出来る事ならいつの日か現詞の世
グを歌いましたが、いくつかのテーマソングが 界に捧げんに戻していただければありがたい』
ありますが、どの歌が好きですか？私は奉仕の と遺言であったと言われています。
理想が一番好きです！入会当初懇親会最後に

この歌は現在日本のロータリー共有の財産な
出席報告
のでその当時のパストガバナーは歌詞を変更
を決定するのはクラブ、
地区の判断で良いので 会員数
はと言われたそうです。
これからはぜひロータ 出免数
リーソングの意味を良く理解しながら歌いた 出席数
出席率
いものです。
前々回修正出席率
最後に今日は何の日です。
前回修正出席率
今日は明治 10 年（1877 年）9 月 24 日、
届出有
西郷隆盛は鹿児島の城山で自らの命を絶って
西南戦争が終結した日です。
西南戦争は日本最
後の内戦で、そして西郷隆盛が「ラスト・サム 届出無
ＭＵ有会員
ライ」と呼ばれました。
以上会長の時間でした。
ＭＵ無会員
9/10
要ＭＵ会員
9/17

□幹事報告

徳重 幸男

○都城ＲＣ…
①例会場所変更 10/3（金） 職場訪問
＊霧の蔵ブルワリー
②例会変更 10/24（金）→ 25（土）に
60周年行事の為 変更
③例会変更 10/31（金）特別休会
○都城北ＲＣ…例会場所変更 10/28（火）
職場訪問
＊木脇産業（株）
○都城中央ＲＣ…例会場所変更 10/2（木）
職場訪問
＊田村調理師専門学校
○都城自衛隊…
都城駐屯地開設６３周年・第４３普通科連隊
５２周年行事の案内
前夜祭
10/25（土） 16:30～18:30
ＭＪホール
記念式典 10/26（日） 10:20～11:55
都城駐屯地
祝賀会 10/26（日）
12:10～13:40
都城駐屯地体育館 4000円

26 名
63.41％
9/10
9/17
河野
鎌田
盛田
山下

87.80％
80.49％

中原 丸山 和田 坂井
中村（静） 藤岡 小俵
河中
福本 柳

なし
永野 中村（七） 藤岡 丸山
和田
和田 坂井 井福 藤岡 鳥集
山下 柳 福本

□委員会報告
★青少年奉仕 高辺 晃也 委員長
少年野球大会 開会式の報告
★職業奉仕
鳥集 寿一 委員長
10/15 職場訪問の案内

□本日のプログラム

米山記念奨学委員会 担当
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
１０／8
少年野球大会 報告
１０／１5 職場訪問 （ダンロップ）
１０／２２ 地区大会報告
１０／２９ 親睦夜間例会
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

□クラブ報告
○9/28（日） 都城西ＲＣ旗少年野球大会
閉会式
公設市場グランド
集合 ８：４５ 決勝戦 ９：００～
交流会 １０：３０ 閉会式 １１：３０

４６名
５名

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

9/24
3,000

計
69,000

2,546
10,200
0
0
7,000

29,240
193,800
116,000
154,000
36,000

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

※米山記念奨学委員会 担当

天水 金作 委員長
・米山の歴史について
・DVD 観賞
『ひろがれ！人づくりの輪』

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

□SAA 報告
◎ロータリー財団
高辺 晃也･･･ロータリー財団へ
◎米山記念奨学会
長友 喜信･･･米山記念奨学会へ
外山 俊明･･･米山記念奨学会へ
◎40 周年準備金
前田 吉基･･･天水委員長 卓話ありがとうございます。 中山荘スタッフの皆様
機材やスクリーンの段取りをありがとうございます。
小坂泰一郎･･･9/14 の少年野球大会 開会式のケーブル TV 放映を多数の方が見て
いただきありがとうございました。
9/28 閉会式の放映もお願いしていますので、多数の参加をお願い致します。
高辺 晃也･･･少年野球大会の３位決定戦は 五十市タイガースの逆転勝利でした。

開会式

平成 26 年９月１４日（日） 都城公設市場球場にて

選手入場

吉原会長 挨拶

優勝旗返還

都城市教育長 黒木 哲徳 様 挨拶

ポリオ撲滅運動支援報告
各チームよりポリオ義捐金の協力をいただきました。

始球 式

３位決定戦!!
五十市タイガース VS やっさ昴スポーツ
５ 対 ３ で五十市タイガースの勝利でした!!

閉会式

平成 26 年９月２８日（日） 都城公設市場球場にて

決勝戦
祝吉オリオンズ
VS
南小友愛スポーツ

交 流 戦

優勝 南小友愛スポーツ(^^)

