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□会長の時間

平成２７年３月４日

それでこそロータリー
教育振興基金 奨学生
◆都城西高等学校
大西 航平さん
◆都城農業高等学校
中原
健さん
◆財部高等学校
上村 真矢さん
なし
なし

吉原 信幸

今月は、識字率向上月間です。以前日本は識字率世界
一の話をさせていただきましたが、若い学生の方々には
頑張ってもらいたいものです。
早いもので３月に入りましたが、１日、日曜日は、公
立高校の卒業式でしたが、今日出席されている教育振興
基金奨学生の大西さん、中原さん、上村さん、そして皆
さんの中でも子供さんやお孫さんが卒業された方もお
られると思いますが、ご卒業おめでとうございます。私
自身、子供は３人いますが皆社会人ですので、卒業式に
ついての感動はありませんが、１日は家内と心の感動を
味わってきました。
鹿児島アリーナで小田和正のコンサートに行って来
ました。吉田会長エレクトのお陰でチケットを取って頂
いて、最高の席でコンサートを楽しむことができまし
た。その日は奥様孝行ができました。
今週の土・日は延岡で次年度会長になられる、吉田会
長エレクトのペッツです。ちょうど１年前、鹿屋市でペ
ッツを受けました。緊張もありましたが良い勉強となり
ましたので、吉田会長エレクトもぜひ楽しんで来て下さ
い。
さて、皆さんもご存知だと思いますが、来週１０日火
曜日は我がクラブ創立３９年を迎えます。１９７６年３
月１０日、妹尾良秋初代会長の元２６名で創立され、丸
３９年を迎えますが、今まで西クラブを支えて来られた
先輩ロータリアンの方々に感謝し、私自身もこれからの
西クラブの存続と繁栄に努めていきたいと思います。

ただ、クラブ概況を見て思いますのが、バブル崩壊あ
たりちょうど２５年ほど前でも、会員数は５７名程いま
したが出席率も９６％でした。今現在４7 名会員の出席
率は昨年から９０％を下回って過去最低を更新していま
す。各会員方々の中に、ロータリアンとしての意識が低
い方がおられるのでは？と思ってしまいます。来週は創
立記念日の１日過ぎた日が例会ですが、ぜひ多くの出席
お願いします。なかなか出席ができていない方にお声か
けお願いします。
今日はある方から会長の時間で役立てばと、言われた
情報をお話したいと思います。
世間でよく「○○問題」が騒がれることがある。人や
物が一度に大きく増減し、起こる現象です。
まず皆さんもよくゴルフをされますが２０１５年問題で
す。戦後７０年を迎え団塊の世代で７０代に近づく方の
ゴルフ引退で、ゴルフ産業全体がどん底に沈むと週間新
潮が報じています。驚くことに日本には約２３００のゴ
ルフ場があり、アメリカに次ぐ世界第２位のゴルフ大国
だそうです。
すでにここ１０年で３００社が倒産しているとの事で
す。記事ではゴルフ場は希少生物の宝庫であることや防
風防火林の役割も担っていることなどを挙げ、環境保全
の面からも大事だとしています。今後ゴルフ場も発想を
転換して思い切った改革が出来るかが、ゴルフ場の存続
にかかっているようです。私もゴルフは大好きですので
ぜひ存続しお安くゴルフができるように祈りたいもので
す。
それでは今日はなんの日です。
１９５２年午前１０時２３分十勝沖地震が起きた日で
す。ここ十勝沖は度々地震が起きている地域で毎回津波
や家屋の倒壊があるようです。来週１１日は東日本大震
災が４年前起きた日です。来週は東北の亡くなられた
方々のご冥福を祈りたいと思います。
以上会長の時間でした。

□幹事報告

徳重 幸男

○都城ＲＣ…例会時間場所変更
3/27（金）観桜会 トーア社内18:00
○都城中央ＲＣ…例会場所変更
3/26（木）観桜会 常磐荘 18:30
○田中ガバナー事務所…①ガバナー月信 ３月号
○日向東ＲＣ創立４０周年のご案内
5/16（土） 受付 １４：００
式典 １５：００～１６：２０
祝賀会１６：３０～１８：３０
登録 １００００円
○ロータリーの友 ３月号
○都城市総合文化ホール…自主文化事業チラシ配布
■クラブ報告
○3/25（水）４月定例理事会 例会前 11:30
中山荘 エトワール
○宮崎全県 ＩＭ（インターシティミーティング）の出欠表
入り口 ドアのところに掲示してあります。ご確認を！

講演会 日時：平成27年3月14日（土）
13:30～16:15
懇親会 日時：平成27年3月14日（土）
16:30～19:00
(シーガイア・コンベンションセンター)

□本日のプログラム
◆◆教育振興基金 奨学生報告◆◆
これからも頑張って下さいね☆

都城西高等学校 都城農業高等学校 財部高等学校
大西 航平さん 中原
健さん 上村 真矢さん
**進路先**
熊本大学
第一工業大学
愛知県の学校
(結果待ち)

◆岡崎 誠 会員
商工会議所会頭としてのお話

□出席報告
会員総数
出免数

47 名
5名

出席数
出席率

32 名
76.19％

前々回修正出席率

2/18

80.95％

前回修正出席率

2/25

76.19％

届出有

鳥集 和田 坂井 藤岡 中村(静)
山下 中原 福本 星野 柳
なし

届出無
ＭＵ有会員
2/24
2/25 定例理事会

2/26 中央
2/27 都城
3/3 北

ＭＵ無会員
2/18
要ＭＵ会員
2/25

前田
吉原
井福
中原
なし
なし
なし
和田
山下

徳重 髙橋 小俵 吉田 前田
平川 鳥集 高辺 船木 外山
小坂 中山

坂井 中村(七) 盛田 福本
柳

和田 脇丸 中村(静) 中村(七) 柳
山下 盛田 坂井 福本 星野

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
河中
功…また年をとってしまいました。
河野 一治…誕生祝い頂きまして有難うございました。
◆教育振興基金◆
平川 靖三…少々ですが、奨学生、これからもがんばっ
てください。
吉田
努…皆さん慣れない土地での生活ですが、頑張
って下さい。
◆40 周年準備金◆
小坂泰一郎…誕生祝い頂きまして有難うございました。
まだまだ若い 63 才です。
吉原 信幸…奨学生の皆さんガンバッテ下さい。

◎今後のプログラム
3／11
3／18
3／25

会員卓話 会員増強委員会担当
新入会員卓話 プログラム委員会担当
ＩＡ 活動報告 ＩＡ委員会担当

□委員会報告
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

河中
功 会員 小坂泰一郎 会員
丸山 照明 会員 河野 一治 会員

3/4
3,000

計
116,000

2,671
0
0
8,000
2,000

70,376
301,020
176,000
208,000
70,000

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

