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平成２６年１０月２２日

点鐘
こにある。…と言われて、それならば職業奉仕と
は？と尋ねられると、さて？となってしまうのが現
合唱
それでこそロータリー
実ではないでしょうか？
今までに色々な方々職業奉仕について述べられ
ゲスト紹介 なし
それを理解しようとすればするほどわからなくな
ってしまいます。この職業奉仕とは流行の中にあっ
ビジター紹介
てこそ輝きます。時代に即した新しい手段すなわち
◎都城
なし
CLP の方法論によっていかしていかなければなら
ないと今月のロータリーの友で書かれています。
◎都城北
樋口
現在吉田会長エレクトを中心にエレクトの声かけ
で次年度に向けて CLP を実行するために細則の変
◎都城中央
なし
更を検討中です。これこそクラブの活性化があり、
職業奉仕が根底にロータリアンの行動につながる
と思います。まだ今月号の I Serve の究極にある
□会長の時間
吉原 信幸 もの職業奉仕を読まれてない方はぜひ読んで見て
下さい。
皆さんこんにちは！
今週土曜日は都城ロータリークラブ６０周年記
先週は職場訪問例会でしたが、時間変更にも関わ 念式典があります。全員登録しておりますので多く
らず２５名程の参加ありがとうございました。鳥集 の出席お願いします。
寿一職業奉仕委員長ダンロップの方々との事前打
さて来週は私の提案で行われますスポーツ例会
ち合わせから当日の段取りありがとうございまし と言いますかボーリング大会兼ねた夜間例会です。
た。ゴルフの仕上がる工程を見られ日本の技術力と 楽しみにしております。ぜひ多くの方に参加お願い
品質管理の徹底的に行われている良い見本を見学 します。
出来ました。ダンロップの方々の貴重な時間を頂き
最後に今日は何の日で終わりたいと思います。今
感謝したいと思います。
日はパラシュート記念日です。１７９４年世界で初
さて、田中ガバナー年度の最大のイベント鹿屋地 めてパラシュート降下が成功した日です。今は当た
区大会が先週１７日から１９日の３日間行われ、参 り前のようですがこの時代高いところから降りる
加された方々ご苦労様でした。後程報告をさせて頂 事はあり得ないことだったのでしょうが今は中村
きます。
静美会員のように空を自由に飛べるようになって
今月は R I 職業奉仕と米山月間とされています。 時代の流れを感じます。
ロータリーは単なるボランティア団体ではない。寄
以上会長の時間でした。
付団体でもない。慈善団体でもなければ社交団体で
もない。ロータリーには職業奉仕と言う金看板があ
る。職業奉仕はロータリーがロータリーである所以
(ゆえん)の奉仕であり、他の奉仕団体との違いはこ

□幹事報告

徳重 幸男

○田中ガバナー事務所…①宮崎全県 I Mのご案内
テーマ「ＲＩ会長とは」基調講演
2012-13年度 ＲＩ会長 田中作治氏
・27.3/14（土）ＩＭと懇親会
ＩＭ登録料（全員登録のお願い）2000円
懇親会 3000円
・27.3/15（日）親善ゴルフ 場所：シーガイヤ

■クラブ報告
○都城ＲＣ… 創立 60 周年記念式典祝賀会のご案
内について
基調講演：ウエルネス交流プラザ ムジカホール
10/25（土） 受付 14:00～ １３：３０
開会 14:30 １４：００～ 15:30
記念式典：ウエルネス交流プラザ ムジカホール
10/25（土）
受付 15:30～
開会 16:00～17:00
祝賀会：メインホテル
10/25（土）
受付 17:00～
開会 17:30～19:00

□出席報告
会員数
出免数

46 名
5名

出席数
出席率

30 名
73.17％

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

10/8
10/15

78.05％
53.66％

河中 河野 坂井 中村(静) 和田
鳥巣 盛田 山下 藤岡 柳 福本
なし

□委員会報告

□本日のプログラム

地区大会報告
別紙に記載しております。

□ＳAA 報告
●ニコニコ箱
三坂 昭一…久しぶりにロータリーゴルフ同好会
で優勝しました。
まだ“力が残っている”ようです。
がんばります。
吉原 信幸…地区大会参加ありがとうございまし
た。
●40 周年準備金
丸山 照明…毎回教育振興基金へのご協力ありが
とうございます。
本日は音響が調子悪く申し訳ありま
せんでした。

◎今後のプログラム
１０／２9 親睦夜間例会
１１／5 会員卓話(ロータリー財団)
11／12 会員卓話(国際奉仕)
11／19 会員スピーチ 40 年を振り返って
11／26 特別休会

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

10/17 都城

なし

10/18 地区大会

吉原 徳重 前田 棈松 小俵
草水 髙橋 外山 中原 小坂
三坂

10/19 地区大会

吉原 徳重 鳥巣

ＭＵ無会員
10/15

大峯
永野
萩原
盛田
坂井
和田

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

要ＭＵ会員
10/8

小田 小俵 河野 坂井
中村(七) 中村(静) 中山
藤岡 福本 星野 丸山
山下 脇丸 和田 吉元
中村(静) 中山 藤岡 星野
盛田 山下 福本

なし

４０周年準備金

10/22
4,000

計
77,000

2,781
0
0
0
1,000

34,880
193,800
141,000
154,000
4,1000

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

地区大会報告

・ガバナー補佐が各地区の紹介・PR。
・講師 水野正人パストガバナー
(東京 RC)･2020 年東京オリンピック･
パラリンピック周知委員会事務総長のお話。
・ポリオ撲滅 などについて。

小俵 武 会員

・RI 会長代理 文悳煥(ファンドゥクファン)氏
所属：RI 第 3650 地区
ソウル南山ロータリークラブ
についてのお話。

徳重 幸男 幹事

吉原 信幸 会長
1.
2.
3.
4.
5.

日時 １０月１７日金１８日土１９日日
土曜日１０時よりガバナー補佐。部門長。クラブ会長。幹事合同協議会
本会議 オープニング 鹿屋航空自衛隊 太鼓と鹿屋中央吹奏楽部の皆さん
田中ガバナー点鐘のあと恒例のハッピークラップで始まる
色々な方の紹介と祝辞が行われましたがその後の地区内クラブの紹介を各ガバナー補佐が会長の紹介コ
メントを読み上げながら各クラブの紹介が行われた。今までに無い紹介だったので時間はかかったが充
実した紹介だった
6. ＲＩ会長代理 韓国のムンドクファンＲＩ会長代理の講演
ＲＩ会長の方針を述べられました。主に会員増強とポリオ撲滅
7. １５時４５分より記念講演 演題東京オリンピック招致成功への軌跡
講師 東京オリンピック招致委員会事務総長 水野正人氏
４年に一回のオリンピック２０１６年招致の際 1896 年アテネで第１回が行われ人類の平和、世界の繁
栄と教育活動として行われるようになった。
2016 年の東京オリンピック招致では色々な問題点がわかり２０２０年に向けて委員会を進めようとし
たところ２０１１年東日本大震災がおこり断念しようとしたが東北３県に確認したところ３県ともぜひ
やって欲しいと言われ委員会が発足し十分な計画をたてた。
まず
1 財源確保
７５億のうち３７億東京 １般企業からスポンサー代 2 億５千万 ５２億集まり十分な
財源
2 計画 目玉国立競技場を改築 選手村の充実８万人収容
3.支持率 東京都民からの支持率と各世界各国からの支持率
など多くの準備があったからこそ獲得できた
最後に水野氏も東京ロータリークラブの会員で２０１１年より１年間長峯パストガバナーと同じ年にガ
バナーを歴任
ロータリーは楽しくないといけない
若いロータリアンの加入
職業奉仕はロータリーだけ生業をもち高い倫理観もって活動して欲しい
大懇親会
マジックが素晴らしかったオリからガバナー登場
二次会では西部分区のメンバーで楽しく鹿屋の街を堪能しました。
最終日 地区表彰等行われた。
私のモーメントとして我がクラブより鳥集寿一会員 ３番目登場さすがののりで会場を沸かせた。.
今回の地区大会は田中ガバナーの人柄がでた大会でした。

