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平成２７年４月８日

□幹事報告

我等の生業
なし
なし

徳重 幸男

○都城中央ＲＣ…例会変更 4/30（木）＊特別休会
○田中ガバナー事務所…

□会長の時間

吉原 信幸

皆さんこんにちは！
先程、池田誠至朗会員がご逝去され、黙祷を捧げてい
ただきました。池田会員の闘病生活は皆さんもお聞きだ
ったでしょうが、本当に残念です。池田会員とはロータ
リーに入られる前から仕事上でお世話になっていまし
た。初めてお会いした時の事をすごく良く覚えていま
す。ディーラーの営業マンの方からの紹介で、会社に伺
って確かセルシオを購入されたばかりで、コーティング
の内容を説明させてもらったのが初めてでした。初めて
の印象はハキハキされ物事の決断を即決される方か
な？と思ったのが最初でした。ロータリーに入られても
色々な委員会に所属され、ゆくゆくは我がクラブの長と
して活躍される方であると確信しておりました。ゴルフ
同好会でも闘病中にも関わらず参加されていました。最
後に一緒に回らせていただいたときに、吉原さんはよく
飛ぶな〜と言われ俺はもう飛距離がなくなったわーと
言われました。体の不調もありながらでも大好きなゴル
フをされていた事を思い出します。心よりご冥福をお祈
りしたいと思います。
先週は観桜会でしたが中原フェローシップ委員長始
め、委員の方ありがとうございました。そしてカラオケ
や踊りで会場を楽しませていただいた会員の方ありが
とうございました。
本日のプログラムでは広報委員会卓話となっていま
す。よろしくお願いします。
その後東蔚山 RC 訪問の卓話も予定されていますので
よろしくお願いします。
今週１２日日曜日はロータリーデーです。お時間のあ
る方はぜひ出席お願いします。
今日は早めに会長の時間を終わらせていただきます。

①ガバナー月信 ４月号
月信４月号掲載行事予定訂正のお知らせ Ｐ９ページ
第２回地区 RA 委員会
誤 ４月５日（土）→正 ４月５日（日）
韓国 3720 地区地区大会
誤 海雲台センタムホテル→正 ロッテホテルウルサン
韓国 3661 地区地区大会
誤 ロッテホテルウルサン→正 海雲台センタムホテル
②宮崎県西部分区 東 篤徳 ガバナー補佐
次年度ガバナー補佐交代のご連絡
この度、次年度ガバナー補佐である 木脇 義紹会員
（都城ＲＣ）より 体調不良によるガバナー補佐の役職
のご辞退のお申し出がございました。
平成２７年４月３日（金）都城ＲＣにて臨時理事会が
開催され辞退の旨が承認されました。次年度ガバナー補
佐として木場 智彦会員（都城ＲＣ）を推薦することが
承認されました。その連絡を受け野中ＧＥ事務所に報告
し、地区からも承認されましたので、ご報告致します。
○野中ガバナーエレクト事務所…
①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』
■クラブ報告
○4/22（水）５月定例理事会 11:30 中山荘

□出席報告

□委員会報告

会員総数
出免数

47 名
5名

出席数
出席率

29 名
69.04％

前々回修正出席率

3/25

78.57％

前回修正出席率

4/1

80.95％

届出有

坂井 髙橋 徳重 平川 星野 三坂
和田 脇丸 中村七 柳 山下 福本
盛田
なし

届出無
ＭＵ有会員
3/27 東蔚山 RC
訪問
4/2
中央
4/3
都城
4/4 かのや東 RC
創立 30 周年
4/7
北

ＭＵ無会員
3/25
要ＭＵ会員
4/1

吉原 徳重 吉田 前田 井福 高辺
船木 木佐貫 中原 萩原 外山
中山
なし
なし
吉田 井福

◆青少年奉仕委員会 高辺 晃也委員長
ライラのご案内
5/16（土）受付 9:30 開会 10:00～17:00
対象：19才から30才まで 各ｸﾗﾌﾞ３名以上の募集
場所：日南第一ホテル ホスト：日南中央RC
テーマ〈商店街の活性化と食による町おこし〉

□本日のプログラム
★雑誌会報・インターネット委員会★
～インドネシア駐在中の話～

なし
坂井 河野 星野 和田 盛田 山下
柳 和田 森山
坂井 永野 中村七 東 山下 柳
和田 森山

おめでとうございます♪

河野 一治 会員

＊インドネシア 8 年滞在
2 年は日本との往復
6 年はインドネシア常駐
内 5 年はご家族も一緒
＊ODA の仕事が中心
メイド 2 人・専属の運転手付
＊イスラム教は 1 日 5 回のお祈り
の時間がある

◆東蔚山 RC 訪問の報告
中原八重子会員・前田 吉基会員

□ＳAA 報告
別紙に記載しております。

◎今後のプログラム
21 ヶ年 小俵 武会員 30 ヶ年 萩原 和洋会員
13 ヶ年 徳重 幸男会員

4／22
4／29
5／6
5／13
5／20
5／27

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

おめでとうございます♪

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

鎌田 博文会員 上田やよい会員
中原八重子会員

４０周年準備金

4/8
5,000

計
130,000

2,546
0
10,000
0
16,000

82,838
312,820
191,000
225,000
94,000

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

◆ロータリーデー ポリオ撲滅運動
開催日：2015 年 4 月 12 日(日)
時間：8：00～11：00
場所：東中央通り(ぼんち市会場)

ロータリーの活動の一つである『ポリオ撲滅運動』を通して、地域の方々にロータリーを知っていただくと
共に、ポリオ撲滅の募金活動にご協力いただく。

パンフレットと
「 END PORIO NOW 」バッヂ
を配り、募金を呼びかけました。

ジャッキー・チェンと
ジュディ・オングの
「 あと少し 」のポーズのポスターを
置きました。

参加された皆様、お疲れ様でした！

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
小俵
武…皆勤賞を頂いてサンキューです。
船木 修一…ワールドソフトボール大会で MVP を頂ました。勝ったゾー！！
萩原 和洋…おかげ様で 30 周年皆勤できました。ありがとうございました。今後も頑張ります。
◆米山奨学会◆
萩原 和洋…遅くなりまして
◆40 周年準備金◆
中原八重子…誕生日祝いを頂きましてありがとうございます。
高辺 晃也…東蔚山 RC のホームステイに息子を参加させて頂きありがとうございました。
鎌田 博文…誕生日祝いを頂きましてありがとうございました。
上田やよい…誕生日祝いを頂きましてありがとうございました。
一日一日を大切に生きて行こうと思います。
吉原 信幸…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
萩原 和洋…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
木佐貫鐵蔵…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
井福 博文…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
吉田
努…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
船木 修一…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
外山 俊明…徳重幹事より東蔚山訪問の DVD、写真を頂きましてありがとうございました。
変な姿が写っていません様に。

☆☆記帳日追加のお知らせ☆☆
都城中央ＲＣ 4／30 特別休会の為 12：00～13：00 中山荘

