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□会長の時間

平成２７年３月２５日

それでこそロータリー
★インターアクトクラブ
都城西高等学校
顧問：織田 一希 先生
生徒：宮園 京佳 さん
花房 希恵 さん
濱田結芳江 さん
なし
なし

吉原 信幸

皆さんこんにちは！
今月も残すところ一週間となりました。桜も５分先位
になってきました。今週週末は、各地で桜祭りが行われ
るようですが、いつも私が楽しみにしていますのが、ニ
シムタから都原に登っていく通りを車で行き来する時、
咲き始めから満開になっていく姿を見るのが一番好き
です。皆さんのお気に入りの場所はどちらでしょうか？
さて、今週金曜日から東蔚山 RC への訪問となります
が、今回は、ソフトボールの交流試合と、青少年育成の
為のホームステイを企画しております。現地でのスケジ
ュールは、初日と最終日は移動のみになりますが、２日
目は交流試合の前に、東蔚山地区でロータリーデーが行
われるようでそちらも参加予定です。来週報告をしたい
と思いますので楽しみしていてください。
会長職もあと３ヶ月を残し終盤に入ります。気を引き締
めて頑張っていきたいと思います。
ネットを見ていましたら、トヨタ自動車が今月３月
で、営業利益が２兆７０００億の最高益になると発表さ
れました。トヨタの高業績の背景には、円安が進んだこ
ととドル箱と言われる北米市場で自動車販売が好調だ
ったことです。トヨタのハイブリッド等の高い技術力を
基盤に強力な販売力がありますが、トヨタの特徴の一つ
が、創業者である豊田家を中心とする組織全体のしっか
りした求心力があると言われています。それが質素と倹
約を旨とする、企業文化を一種の DNA として社内に定
着させる要素になっているようです。高水準の生産技術
や組織全体の改善を短期的に作ることは難しくないか
もしれませんがこれを長期的に持続することは簡単な

ことではないと言うことです。
その長期的に可能にしているのが創業者の信念を受け
継ぐ豊田家の存在があり、雇われ経営者であれば在任期
間中の業績だけに囚われ、短期的な収益に目がいってし
まいます。豊田家は伝統として、危機感や改善への意識、
さらに質素と倹約の精神がトヨタ全体に染み込んでいる
からこそ、その企業文化が風化することなく受け継がれ
てきたのかもしれません。
トヨタ自動車は、今や世界最高峰の自動車メーカーと
して我が国の経済を支える大黒柱となっています。今後、
水素ガス車の普及が鍵を握るのではないでしょうか？
それでは今日はなんの日です。
１８９６年の今日第１回ギリシャで夏季オリンピック
が開催された日です。この当時の暦で言いますとギリシ
ャはグレゴリオ暦でしたが太陽暦で言いますと、４月６
日になります。
オリンピックと言えば東京オリンピックが５年後にあ
りますが、昨日のニュースで卓球の伊藤 美誠（いとう
みま）世界ランキング 38 位 UD15 では世界ランキン
グ 1 位【2000.10.21 生】14 歳 がドイツで行われ
たワールドツアーを、世界最年少で優勝しました。凄い
ことです。東京オリンピックでは多分金メダルを取るこ
とでしょう！まずは東京オリンピックの注目選手に入れ
ておきたいと思います。
以上会長の時間でした。

□幹事報告

徳重 幸男

○田中ガバナー事務所…
①2015-16 年度青少年交換募集の件 チラシ配布
２名募集 2016 年度８月現在 17 歳以内
ロータリアンのご子息・関係者も申し込み可
＊詳細は事務局まで
②地区会員増強セミナーのご案内
5/23（土）受付 13:30～
開会 14:00～16:40 ホテルメリージュ延岡
登録料 2000 円
懇親会 6000 円
対象：2015-16 度 クラブ会長 会員増強委員長

③2015-16 年度のための
地区研修・協議会報告のご案内
5/24（日）受付9:00～ 開会9:30～15:30
延岡市野口記念館 ホスト：延岡東ＲＣ
登録料 8000円
対象：次年度理事役員委員長 ＊締切4/22

■クラブ報告
○3/27～29 東蔚山ＲＣ訪問
○来週 4/1（水）観桜会 中山荘
例会 18:30 懇親会 19:00
＊懇親会参加者 会費 2000 円
○4/2（木）４ＲＣ４役会
中山荘 18:30（都城中央ＲＣ担当）
＊今回３ＲＣ４役会はありません。

□出席報告
会員総数
出免数

47 名
5名

出席数
出席率

28 名
66.67％

前々回修正出席率

3/11

76.19％

前回修正出席率

3/18

78.57％

届出有

河中 草水 河野 坂井 平川 星野
和田 中村静 盛田 鎌田 山下 柳
福本 中村七
なし

届出無
ＭＵ有会員
3/19 中央
3/20 都城
3/24 北

ＭＵ無会員
3/11
要ＭＵ会員
3/18

なし
なし
なし
福本 星野 和田 藤岡 山下 坂井
柳 永野 中村七 盛田

※インターアクトクラブ生
ペットボトルのキャップを持っていく様子は
別紙に記載してあります！

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
船木 修一…南九州ソフトボール大会優勝しまし
た。2 回戦は 0 点に押さえました。
吉原 信幸…本日はインターアクトの皆様ありがと
うございます。今後の活動を期待して
います。
◆ロータリー財団◆
小坂泰一郎…ロータリ財団へ
◆米山記念奨学会◆
小坂泰一郎…米山記念奨学会へ
◆教育振興基金◆
小坂泰一郎…教育振興基金へ
井福 博文…西高インターアクトの皆さん頑張って
下さい。
◆40 周年準備金◆
外山 俊明…西高インターアクト生の皆さん本日は
ありがとうございます。
小坂泰一郎…西高インターアクト生の皆さん本日は
ありがとうございました。後輩を大勢
クラブに入会させて下さい。お願いし
ます。
徳重 幸男…インターアクトクラブの皆様ありがと
うございました。

丸山 和田 藤岡 山下 坂井 脇丸
柳 中村七 盛田

□委員会報告
◆国際奉仕委員会 中山忠彦委員長
東蔚山ＲＣ訪問の集合案内
3 月 27 日(金) 10：00 集合出発
◆プログラム委員会 前田吉基委員長
ＩＭ での田中会長の話

◎今後のプログラム
4／1
4／8
4／15
4／22
4／29

観桜会(夜) ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員会担当
18：30～ 中山荘
会員卓話
クラブ会報委員会
職業奉仕賞
職業奉仕委員会
会員スピーチ 40 周年を振り返って
祝日休会

□本日のプログラム
◆◆都城西高インターアクトクラブ活動報告◆◆

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

★ＩＡ存続の為の部員勧誘も行っています。

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

都城西高等学校 織田一希先生
宮園京佳さん 花房希恵さん 濱田結芳江さん

3/25
2,000

計
123,000

2,470
11,800
5,000
7,000
3,000

77,149
312,820
181,000
225,000
78,000

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

◆イオンモールに
持って行ったペットボトルの数は
106.2 キロ！

◆ポリオワクチン
26.6 人分 でした！！
ご協力ありがとうございました☆

イオンモールの店頭でペットボトルキャップを回収し、リサイクル業者に買い取っていただいた
対価を寄付金として、貧困に苦しむ世界の子どもたちの支援活動に取り組んでいる団体に寄付され
ています。2013 年度は約 3 億 4,635 万個のペットボトルキャップの売却金を寄付！

まだまだこれからも
ペットボトルのキャップをたくさん集めて、
世界の子供達に支援していきましょう！！

