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□会長の時間

平成２７年４月１５日

手に手つないで
☆職業奉仕賞
都城弓製造業協同組合
代表理事 楠見 純寛 氏
都城 …二見 康之 氏
都城北…樋口 正義 氏

吉原 信幸

皆さんこんにちは！
最近寒さがぶり返してきていますが昨日も長崎や鹿
児島ではヒョウが降って寒暖の差がありますが早く暖
かくなって欲しいものです。
先週、池田誠至朗会員のお通夜と葬儀に多くの我がメ
ンバーの参加ありがとうございました。池田会員は入会
して丁度昨日で丸５年、５回目の皆勤賞でした。８年前
ガンの告知をされ今まで長い闘病生活でしたが、いつも
出席の際は明るく振舞われ病気を患っているとは感じ
られないように思えました。非常に残念です。安らかに
お眠りください。
さて、今日は職業奉仕賞で楠見さんにお出でいただき
ました。楠見さんは先日も話しましたが鉄腕ダッシュの
TV 放映で巨大弓の制作に携われた方です。その放映
後、都城のふるさと納税額が昨年１２月だけで２億円を
超えたそうです。TV の力って凄いですね！楠見さんと
は以前バレーボール仲間で楽しくお付き合いさせてい
ただきました。後ほど質疑応答形式が行われるようです
ので、ぜひ皆さんからの質問よろしくお願いします。
先週の日曜日は、商工会議所主催のぼんち市にて都城
中央 RC の山崎会長の提案で、都城 4RC 合同でポリオ
撲滅キャンペーンと題しましてロータリーデーを行い
ました。我がクラブからも参加して頂き４クラブで２０
名以上の方々と募金活動してまいりました。
その際一番驚いたのが、真っ先に募金してくれたのが
都城東高校の男子が寄付してくれました。そして他の生
徒を連れてきて募金してくれました。非常に嬉しいこと
でした。
今回私自身もそうでしたが、ポリオについて知らない
市民の方が多いと感じました。それは日本では１９８１
年以降ポリオ（小児麻痺）の発生がないからだと思い

ます。世界中にあと１％の国でポリオが存在します。撲
滅まであと少しです。ぜひ皆さんの力を貸してください。
よろしくお願いします。今回の寄付金額は６２６０４円
集まりました。事務局に都城中央 RC の山崎会長からお
礼状が届きました。
話は変わりますがロータリーには寄付としてロータリ
ー財団、米山奨学会、都城地区の教育振興基金がありま
すが、教育振興基金に関しましては３月が年度変わりの
為に３月で入金が終わっています。４クラブでの人頭分
担金で割られた金額は皆さんの行為で目標額を達成でき
ました。ありがとうございました。ロータリー財団と米
山奨学会は５月までですのでぜひよろしくお願いしま
す。
ここで少し米山奨学会の状況を話したいと思います。
今年度は過去６年間の中でロータリアンまた学友からの
支援で最高の寄付金が集まっています。２０１５年度の
奨学生は７３０人で国・地域別では中国が 39.7％、韓
国が 14.4％、ベトナム 11.1％、台湾 4.8％の順となっ
ています。ただ中国・韓国籍の割合が３年連続で減少し
ており両国の来日留学生そのものが減少しているだけで
なく地区選考委員会が国・地域の隔たりに配慮して選考
していることが伺えます。
この奨学生は４月から５月にかけて各地区でオリエンテ
ーションが開催され米山奨学生としての義務やこの事業
の意義を理解してもらい、確約書に署名したあと正式に
米山奨学生となります。今後この奨学生が日本と世界各
地の人達の架け橋になっていくよう願いたいものです。
最後に、我がクラブの米山の達成率は 55％です。ぜ
ひ目標に少しでも近づけるようご協力お願いします。
それでは今日はなんの日です。１９８３年の今日、東
京ディズニーランドがオープンした日です。丁度この頃
私も東京にいましたが、オープン前に宮崎に帰って来て
しまいました。その後、子供たちが小さい頃に連れて行
きましたが大人でもワクワクしてしまいます。来月孫も
生まれる予定ですので、孫とぜひ行ってみたいと思いま
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…
①宮崎中央ＲＣ…ＩＭ参加のお礼状
○野中ガバナーエレクト事務所…
①2015-16 年度のための地区研修・協議会の前
に次期クラブ会長会議開催のお知らせ
5/24（日） 受付 9:10～9:35
延岡市中小企業センター
＊地区研修・協議会開催場所
野口記念館より 徒歩で１分の場所
②地区研修協議会の準備 資料作成の為の調査依頼
各クラブ現況調査…姉妹クラブ（地区内外）・
ＩＡ・ＲＡ・プロバスクラブ・
地域社会共同体 等
○故 大淵達郎ＰＧ夫人より 供花礼状
■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

46 名
4名

出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率

届出有
届出無
ＭＵ有会員
4/9
中央
4/10 都城
4/12 ポリオ撲滅
運動
4/7
北

ＭＵ無会員
4/1
要ＭＵ会員
4/8

31 名
73.80％
4/1
4/8

88.10％
78.57％

小坂 坂井 萩原 星野 和田 森山
山下 中村七 中村静 柳 福本
なし
なし
なし
吉原 徳重 木佐貫 井福 吉田
中村静 三坂 東 上田 萩原 藤岡
坂井 徳重 平川 森山
永野 中村七 山下 柳 和田
坂井 星野 和田 脇丸 中村七 柳
山下 福本 盛田

職
業
奉
仕
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都城弓製造業共同組合
代表理事 楠見 純寛 氏
都城大弓とは、和弓の一つで、都城で組合に入っている人
が使える名前。都城は、竹弓で全国の 90％を生産する日
本唯一の産地です。
「都城大弓」の製造方法は江戸時代初期
に確立されたと言われ、
工程は細かいものを入れると 200
から 300 を越えます。そのほとんどが手作業で、一人前
の弓師になるには 10 年以上の歳月が必要だといいます。
楠見さんは 7 代目。他の職業は考えられず、小さい頃から
継ぐように言われていた。
大弓は禅の世界だと考えられ、外国人も禅の世界に憧れて
始める人が多いそうです。

□ＳAA 報告
●ニコニコ箱●
平川 靖三…先日は父の葬儀の際、大変お世話になりまし
た。
中山 忠彦…徳重幹事、蔚山訪問の DVD 有難うございま
した。又、西クラブの会員のみなさま、長男
が蔚山でホームステイの貴重な体験をさせ
て頂きました。有難うございます。
●40 周年準備金●
鳥集 寿一…楠見さんこれからも都城のために頑張って
下さい。
徳重 幸男…楠見さん忙しい中出席有難うございます。
前田 吉基…会員の皆様、次年度委員長をお引き受け下さ
り、ありがとうございます。改めて CLP 導
入の次年度へご理解、ご協力を宜しくお願い
致します。
吉原 信幸…楠見様、職業奉仕賞おめでとうございまし
た。先日のポリオ撲滅キャンペーンに参加頂
きました方、ありがとうございました。

◎今後のプログラム

□委員会報告
◆広報委員会 中山 忠彦 副委員長
週報のお詫びと訂正
見出し 誤 第 1885 回 4 月 1 日
→正 第 1886 回 4 月 8 日
大変申し訳ございませんでした。
◆平川 靖三 会員
お父様の葬儀のお礼

□本日のプログラム
★☆職業奉仕委員会☆★

鳥集 寿一 委員長

4／29
5／6
5／13
5／20
5／27

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
4/15
計
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
4,000
134,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
3,156
85,994
ﾛｰﾀﾘｰ 財団
0
312,820
米山奨学会
0
191,000
教育振興基金
0
225,000
４０周年準備金
4,000
98,000
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

