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皆さんこんばんは！
今月は雑誌月間です。色々なロータリー情報に目を通
して見てください。
今夜は、フェローシップ委員会担当の観桜会です。予
算の関係上今年度は昼の花見会と思いましたが、理事会
のメンバーの方から親睦を深めるのはやはり飲み会で
は？と言う事で皆さんには出費を頂いての、夜の観桜会
となりました。今日は外で花見をしている気分で楽しく
過ごしてください。今日、一日は月に一度の霞神社参拝
に行ってきましが、行き帰りで、満開の桜の花見をしな
がら帰ってきました。今が一番の桜ですね！
さて、先週金曜から日曜まで、東蔚山 RC 訪問にホー
ムステイ５名を含めて２０名で参加してきました。昼前
に、都城を出発しまして韓国蔚山市に着いたのが丁度６
時でした。７時から MBC コンベンションセンターで韓
国第３７２０地区 RI 加入３８周年祝賀会と我々の歓迎
会を開催して頂き毎回ではありますが大歓迎していた
だきました。
当第２７３０地区と蔚山の第３７２０地区とは姉妹締
結しており、来賓に地区ガバナーも出席されていまし
た。ガバナーは２７３０地区の昨年の地区大会にも参加
されていました。まさかここでお会いするとは思っても
いませんでした。その夜もたくさん楽しませていただき
ました。ただ次の日のソフトボールの試合がありました
ので深酒は避けたところでした。次の日は国際マラソン
大会と並行して丁度第３７２０地区のロータリーデー
の開催があり、5K ウォーキングに参加しました。

各地区から集まってロータリーをアピール出来た素晴
らしいローテリーデーでした。その後、昼過ぎから今回
初めての試みのソフトの交流試合が行われましたが、東
蔚山 RC のメンバーは船木国際委員長のピッチングに圧
倒され点数をなかなか入れることが出来ませんでした
が、こちらは毎年少年野球の子達と試合をしていたせい
か全員安打で点数の差はありましたが楽しく交流ができ
ました。その中でも井福 SAA は打率１０割でした。一
番早くから交代を言われていましたが最後まで出られ、
凄い結果を残されました。最後にホームステイの子達に
も参加して良い思い出になったと思います。
今回観光は出来ませんでしたが、初参加の方には申し
訳ありませんでしたが、皆さんから楽しかったと言って
もらえましたので良かったと思います。ホームステイの
５名も言葉の違いがありましたが何か一つ掴んでくれた
のではないかと思います。この訪問の様子は来週の週報
に載せたいと思いますのでご覧下さい。
最後に我が都城４RC クラブで４月１２日、日曜日午
前中、元大丸裏のぼんち市でロータリーデーとしてポリ
オエンドナウで募金活動を行いますので時間のある方は
ぜひ参加お願いします。
最後に今日はなんの日です。
今日は色々話題が多いようで何にしようか迷いました
が幾つか上げたいと思います。まず消費税施工の日で、
１９８９年３％、その８年後１９９７年５％そして昨年
８％になった日です。１９８２年５００円硬貨発行、１
９６８年日向灘地震が起きた日、今は亡き手塚治虫が１
９５１年鉄腕アトムを連載開始した日、１９４７年義務
教育が始まった日
他にもかなりありますが最後に先週終わりました NHK
の連続テレビ小説で放映されましたニッカウイスキーの
創設者マッサンを見られた方もおられると思いますが、
１９２９年日本初の国産ウイスキーが誕生した日で寿屋
今のサントリーで白札のちのホワイトです。金額は４円
５０銭で売られましたが、まだこの頃は浸しみがなく売
れ行きは良くなかったようです。ここ最近ウイスキーの
ブームが出てきていますが私も昔はあまり飲みきれてい
ませんでした。この頃は久しぶりに飲んでみると結構旨
いなと思ってしまうのは私だけでしょうか？
以上会長の時間でした。

□幹事報告

徳重 幸男

□委員会報告

○都城北ＲＣ…例会時間変更
◆インターアクト委員会 外山委員長
4/14（火）次年度合同委員会の為
ペットボトルのキャップをありがとうございました。
18:30～ロイヤル
4/28（火）特別休会
○田中ガバナー事務所…
①ロータリーレート ４月１１８円（現行１１８円）
②訃報のお知らせ…
2001～2002 年度大淵 達郎ガバナー（宮崎ＲＣ）
３月２５日 ご逝去 （享年 84 才）
通 夜 3/28（土） 18:00
告別式 3/29（日） 10:00

（株）ふじもと美誠堂
＊慶弔規定により４ＲＣで供花をお贈りしました。
○野中ガバナーエレクト事務所…
会長エレクトへ 資料提出のお願い
『効果的なロータリークラブとなるための
活動計画の指標』
○串木野ＲＣ…創立５０周年記念式典のご案内
6/6（土）式典 いちきアクアホール
受付 14:00 式典 15:00～17:00
祝賀会 薩州 濱田屋伝兵衛
受付 17:00 開会 18:00～19:30
登録料 10000 円
4/16 締切
○指宿ＲＣ…創立５０周年記念式典 招待のご案内
6/14（日）指宿いわさきホテル
受付 13:00 式典 14:00～15:30
講演 15:45～16:45
祝賀 17:00～19:00
4/30 締切
○宮崎南ＲＣ…４０周年式典ご臨席 お礼状
○公益財団法人 宮崎県国際交流協会…
サウスウィンド №86
■クラブ報告
○4/22（水）５月定例理事会 11:30 中山荘

□出席報告
会員総数
出免数

47 名
5名

出席数
出席率

29 名
69.05％

前々回修正出席率
前回修正出席率

83.33％
78.57％

小田 坂井 鳥集 永野 中村七 東
平川 山下 柳 和田 森山 中山
船木
なし

届出有
届出無
ＭＵ有会員
3/25 定例理事会
3/26
3/27
3/30

3/18
3/25

中央
都城
北

ＭＵ無会員
3/18
要ＭＵ会員
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□本日のプログラム

観桜会
別紙にて記載しております。

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
吉田

努…ＵＭＫ朝です九州に出演させて頂きました。
韓国訪問お疲れ様でした。
中原八重子…サンプラザホテル内さんちゃん亭にてお昼
のランチを始めました。黄金メンチカツ丼も
出してます。(4 月限定ですけど

◎今後のプログラム
4／15
4／22
4／29
5／6
5／13
5／20
5／27

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
振替休日
会員卓話 社会奉仕委員会
次年度フォーラム
地区研修・協議会報告
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ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ 財団
吉原 徳重 髙橋 小俵 吉田 前田
井福 平川 鳥集 高辺 船木
坂井 藤岡
中村静 髙橋 鎌田 小田
なし
河野 坂井 星野 和田 盛田 山下
柳 福本 中村七
丸山 和田 山下 柳 脇丸 中村七
盛田

米山奨学会
教育振興基金
４０周年準備金

4/1
2,000

計
125,000

3,143
0
0
0
0

80,292
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

東蔚山 地区ロータリーデ－ 5km ウォーキングに参加！！
！！

東蔚山ＲＣと野球対決！！ 試合結果は 13 対 1 で都城西ＲＣの優勝でした！
！！

中原八重子 ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員長

司会 ﾌｪﾛｰｼｯﾌﾟ委員 外山 俊明 会員

吉原 会長 挨拶

髙橋 五男 会員 乾杯の挨拶

