
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

点鐘 

 

合唱       奉仕の理想 君が代 

 

ゲスト紹介    なし 

 

オブザーバー   新興不動産 

         専務 森山謙太郎 氏 

 

ビジター紹介  

都城ＲＣ…二見 康之 氏 

□会長の時間       吉原 信幸 

皆さんこんにちは！ 

今日は暦の上では立春ですがまだまだ寒さも厳し

いですが、北海道の旭川では最低気温が氷点下21度

になるとニュースで言っておりましたが日本国内で

そんなところがあるのかとビックリしてしまいます。 

先週の金曜日ラジオを聞いていましたら、聞いたこ

とのある声だなーと思っていましたら吉田会長エレ

クトでした。１月に行われた肉丼グランプリで二年連

続の優勝は皆さんもご存知だと思いますが、私も家内

と投票を兼ねて食べに行きましたが本当に旨かった

です。この丼ぶりの企画が西クラブのメンバーによる

コラボでした。河中会員のハーブ豚と吉田会長エレク

トのモンドセレクションで金賞をとったタレを使い、

福島肉屋さんの協力でコロッケにして、中原会員が販

売元となった企画でした。これこそ、ロータリー精神

にのっとった四つのテストの中の親睦と友情を深め

るかではないでしょうか？ 

ぜひ皆さんもこのような企画をされてみてはいかが

でしょうか？ 

さて先週日曜日は東ガバナー補佐、各市内会長とな

でしこ 2730 地区委員会主催によるロータリーデー

に参加してきました。この企画はゲーリーフォワン 

R I会長の勧めでロータリーを地域の方々にぜひ色々

な行事を行ってロータリーを理解していただきたい

という事で、今回ロータリーの女性会員の東日本震災

復興支援の活動報告を、一般の方を交えて開催されま

した。 

総勢１３０名を超える報告会でしたが、進行から内

容の企画は短い時間での企画ではありましたが内容の

濃い報告会でした。まず初めに田中ガバナーのいつも

のハッピークラップで始まり東北に音楽を通じ支援を

されている宮崎在住の音楽家のきりんさんが現地の体

験談を交えながら歌を歌われました。 

その中に役場で勤めていた女性職員の方でたまたま

子供が熱をだして休んでいたために助かりましたが、

その役場の方々は全員亡くなられ自分だけが生き残っ

てしまった事を悔やんで今でも立ち直れない女性の方

の話をされました。 

次に高木ツヤ子委員長の活動報告が行なわれまし

た。今回の募金金額は２２７２９２円集まり今回５月

に訪問予定との事です。ただ、毎回陸前高田市に伺い

ますが、いつもあたたかい歓迎をしていただき、いつ

も空港まで見送りまで来て頂いて、これでは逆ではな

いかと思っているけど最後に‘私たちを忘れないでく

ださいね！’と言われるとこれからも続けようと思う

そうです。 

そして国内ただ一人の女性ガバナーの陸前高田市在

住の山口ガバナーの講話でした。女性からみたロータ

リークラブの事や宮城県内のロータリー活動の講話で

したが、震災によってロータリークラブとして存続で

きないクラブは合併を余儀なくされるところもありま

だまだ復興に時間がかかるとの事でした。 

福島大学は不評被害で定員割れをしているそうで

す。もちろん宮城県沿岸で行われている漁業もなかな

か厳しく、そして何より必要なのは心の支援が必要で

はないかとも言われていました。今回まだ私自身も現

地に行っていませんが、今回の講話を聞いて改めてロ

ータリアンとして今後も復興に協力していきたいと思

うところでした。まだまだ話足りないところがありま

すがこの辺で終わりします。 

 

それでは最後に今日は何の日です。 

先ほど冒頭で話しましたが今日から春と言われてい

ますがまだまだ寒くなるようですので健康で今月も乗

り越えたいと思います。 

 

以上会長の時間でした。 

週報 第１８７８回  平成２７年２月４日 



  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□幹事報告       徳重 幸男 

○田中ガバナー事務所… 

①ガバナー月信 ２月号 

②ロータリーデーイベント お礼状 

○ロータリーの友 ２月号 

○確定申告用寄付金 領収証送付のご案内   

 ①公益財団法人 ロータリー日本財団 

 ②公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会 

  ③公益財団法人  

都城地区ロータリークラブ 教育振興基金 

■クラブ報告 

○2/25（水）３月定例理事会 

例会前11:30～ 中山荘 

□出席報告 

会員総数      46名 

出免数       5名 

出席数      28名 

出席率     68.29％ 

前々回修正出席率 1/21  75.61％ 

前回修正出席率 1/28   75.61％ 

届出有 鳥集 和田 坂井 吉元 脇丸 藤岡  

大峯 小坂 盛田 中村(七) 柳 

山下 福本 

届出無 なし 

ＭＵ有会員 

1/29   都城中央 

1/30  都城 

2/1ロータリーデ－ 

2/３   都城北 

 

なし 

東 

吉原 

長友 

ＭＵ無会員 

1/21 

和田 坂井 藤岡 鳥集 山下 前田  

盛田 星野 福本 中村(七) 

要ＭＵ会員 

1/28 

河野 坂井 和田 吉田 草水 長友 

中村(七) 山下 柳 福本 

□委員会報告 

 
おめでとうございます♪ 

 
福永忍 会員 木佐貫鐵蔵 会員 永野修一郎 会員 

 

◆吉原会長 

 東蔚山ＲＣ訪問へ参加のお願い。(3月27日～29日) 

 今回はホームステイを計画してますので希望のお

子さんがいらしたら、お申し出ください。 

◆棈松Ｒ財団委員長 

 ロータリー財団へ寄付のお願い。 

 ※現在29名の寄付を頂いております。 

 

 

 

おめでとうございます♪ 

 
福永  忍 会員 萩原  和洋 会員 

吉元 鉄夫 会員 

 

□本日のプログラム 
 

 

◆ロータリーに入会して7年の思い 

 
船木 修一 委員長 

 

□ＳAA報告 
◆ニコニコ箱◆ 

 吉原 信幸…森山謙太郎さん18日から入会ですが、

ロータリーを楽しんで下さい。 

 萩原  和洋…66 回目の誕生日を迎えます。77 回目

までは頑張りたいと存じます。本日は有

難うございました。 

 福永  忍…85才の誕生祝いをして頂き有難うござ

いました。今後共、相変わらずよろしく

お願い致します。 

 

◎今後のプログラム 
2／18  社会奉仕委員会 社会奉仕賞 

2／25  歴代会長卓話・会長スピーチ 

              40年を振り返って 

 2/4 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 7,000 107,000 

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,701 62,900 

ﾛｰﾀﾘｰ 財団 0 301,020 

米山奨学会 0 176,000 

教育振興基金 0 200,000 

４０周年準備金 0 61,000 

 

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 

 



 

国際奉仕 船木委員長 卓話 

こんにちは、私の出身地は旧北諸県郡高崎町です。 

高校は泉ケ丘高校です。高崎駅から、当時の通学は旧国鉄の吉松駅発都城駅着の吉都線で蒸気機関車でし

た。C15、C62、時にはD51 と言う機関車でした。とても時代を感じます。この文章を打ちながら、

そして、改めて年月を感じています。また、通学の、帰りはディーゼル機関車でした。 

 

さて、私の都城西ロータリークラブの入会年月日は平成 20 年 6 月 28 日で御座います。早いもので

す。改めて、自分自身驚いているところです。 

第 33 代小田会長の最後の例会の日に入会しました。そして、私も、あと少しで 7 年という長い年月を

皆様と例会や活動をさせていただいて楽しませて頂いています。 

入会当初少なくとも 2 年間は騙されたと公然と言い続けてまいりました。何時辞めようかと思ってい

たのです。その優しく騙して頂いたのが、共に泉ヶ丘高校の同級生の小田会員と小坂会員でした。どっち

も名前に「お」がつくのです。関係ありませんが。当時はやさしい恨みさえ感じていましたが、今日今頃

に至っては、倍返し、いや 10 倍返しの感謝をさせていただいています。感謝です。お陰様です。現在

や今があるのはあなた方のお陰です。ありがとう御座います。2 年間も恨み続けて申し訳ありませんで

した。今では大好きです。 

 

人生の岐路、分かれ道がおよそ7年前に在ったとは驚きです。人生は判らないことばかりです。 

私は現在60歳半ばですが、もう少しで65歳になります。 

ロータリー活動もそうこうしているうちに早 7 年が経っていました。西ロータリークラブの浦島太郎と

言わせて頂きます。あまりにも楽しい時間ばかりで、いつの間にか時のすぎるのも忘れて、時間が過ぎて

いました。思えば楽しすぎて西ロータリー竜宮城でした。 

ハーレム状態の日々でもう下界に下りたくはありません。 

 

そのなかの一つにある日、突然にと言うより自然と鎌田会員からゴルフに誘われました。 

「船木君、おまいもゴルフをせんけ」でした。断る理由もないまま。 

早、現在 3 年のゴルフ暦です。ゴルフはなかなか難しいですね。悔しい事や楽しい事が交錯している

状況です。一番最初のゴルフでは西ﾛｰﾀﾘｰ同好会の吉田幹事が集合写真を三州カントリーゴルフ場で撮っ

てもらったのを覚えています。多分 125 前後のスコアだったのでしょう。130 のスコアでも当時は恥

ずかしいとは思っては居ませんでしたがこの頃、100を切らないと寂しい気持ちになります。 

皆さんとても上手ですから。あの時もこんなスコアで良いのかなと恥ずかしがり屋の私でした。 

また、あまりゴルフがそのように上手くありませんでしたので、当初のころ、棈松会員と長友会員が私

を見かねて、とても懇切丁寧にしかも我慢強く指導をしていただきました。 

まず、ルールからと教えて頂きました。例えば他人のラインは踏むな、横切るな、早くマークをしなさ

い、オービーライン、杭を 1 センチでも出ていたらアウトです。そうでなければあなたの為になりませ

ん。人が打つ時セットに入ると静かに、と多くを学び、ゴルフは厳しいな 

と思っていました。そのお陰で、今では友達とゴルフに行った時はマナーだけは一番です。 

 

また、ゴルフ始めて 1 年くらい経った時、その頃近づき難い厳格そうな河中先輩会員に「たから会」

の入会の話しがあり誘われました。 

誘われたらとても弱い性格なので、「はい」の2文字で他に言葉はありませんでした。厳格そうな河中会

員の天からの言葉ですので、断る勇気さえありませんでした。ゴルフだけでなく、今日に至っては良き相

談者であり、人生の師となって頂いて多くの生きることへの勇気や喜びを大変感じているところです。 

 

また、河中会員には特別御指名のマージャンも参加させて頂いています。いつも萩原会員と共々、第二

次世界大戦の太平洋艦隊撃沈玉砕のボロ負けです。 

帰り際、タクシーの中、天皇陛下万歳と言ってもろ手を挙げて降参の惨めな姿です。こうして西ロータリ

ークラブの日々が流れています。 

 

木材の話・法律の話 

 



 

 ～ ロータリー 一口メモ ～ 

■国際ロータリー 第2730地区会長エレクト研修セミナー次第(予定)■ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◆2015年3月7日(土) 

    受付13：00 キャッスルセゾンマツイ 

 

■本会議1  司会・進行 次期地区幹事 田島 幹洋 

 

13：30 歓迎挨拶 会長エレクトセミナー実行委員長 

中園 徹郎 

     開会・点鐘  ガバナーエレクト 野中 玄雄 

国歌斉唱・ロータリーソング 

「それでこそロータリー」斉唱 

     出席者紹介  ガバナーエレクト 野中 玄雄 

13：40 ガバナー挨拶     ガバナー 田中 俊實 

13：50 次年度ＲＩテーマ及び地区方針について 

           ガバナーエレクト 野中 玄雄 

14：30 規程審議会報告等について 

            パストガバナー 秦 喜八郎 

14：45 ロータリー・リーダーシップ研究会について 

        ＰＧ・次期ＲＬＩ委員長 秦 喜八郎 

15：00 会長の役割と責務 

ＰＧ・次期地区研修リーダー 長峯 基 

15：30 休憩 

15：45 次期地区組織について 

次期地区幹事 田島 幹洋 

15：50 拡大・増強について 

         次期拡大・増強部門長 田上 明 

16：05 クラブ管理について 

         次期クラブ管理部門長 松田 泉 

16：20 奉仕プロジェクトについて 

      次期奉仕プロジェクト部門長 山田 忠茂 

16：35 ロータリー財団について 

       次期ロータリー財団部門長 喜島健一郎 

16：50 米山記念奨学会事業について 

          次期米山奨学会部門長 達富 脩 

17：05 公共イメージについて 

         次期公共イメージ部門長 尾形 栄 

17：20 ガバナー月信について 

         次期ガバナー月信委員長 長渡 靖夫 

17：25 米山奨学生講話「ありがとうロータリアン！」 

            米山奨学生(中国) 楊 小平 

17：55 閉会・点鐘  ガバナーエレクト 野中 玄雄 

終了後記念撮影 

 

■懇親会  司会・進行 次期筆頭副幹事 岸上 昭二 

 

18：30 オープニング 

     開会挨拶 

     乾杯 

     アトラクション 

     締め 

20：30 閉会 

 

◆2015年3月8日(日) 

    受付8：00 キャッスルセゾンマツイ 

 

■本会議2  司会・進行 次期地区幹事 田島 幹洋 

 

8：30 開会・点鐘    ガバナーエレクト 野中 玄雄 

8：35 次期地区資金(案)説明 

            次期地区財務委員長 新谷 博 

8：50 公式訪問の日程と要領について 

次期地区幹事 田島 幹洋 

9：00 ガバナーノミニー紹介・挨拶 

             ガバナーノミニー 大重 勝弘 

    ガバナーノミニー・デジングネート紹介・挨拶 

     ガバナーノミニー・デジングネート 押川 弘己 

9：20 分科会会場へ移動 

 

◇分科会1(各分区) 

 

9：25 分区ごとの討論会 

    ・ＲＩ会長方針への協力について 

    ・地区方針への協力について 

    ・各部門長との連携協力について 

    ・ＩＭ開催について 

    ・公式訪問について 

    ・その他 

10：25 休憩・移動 

 

■本会議3 

 

10：40 分区ごとの討論会まとめ 

各ガバナー補佐(各5分) 

11：35 講評 ＰＧ・次期地区研修リーダー 長峯 基 

11：45 激励のことば     ガバナー 田中 俊實 

11：55 終了証書授与・期待の言葉 

ガバナーエレクト 野中 玄雄 

12：10 閉会・点鐘    ガバナーエレクト 野中 玄雄 

 

 

※尚、式次第につきましては、当日変更になる場合もござ

います。ご了承ください。 

 

 

 

 


