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点鐘
合唱
ゲスト紹介
ビジター紹介
◎都城
◎都城北
◎都城中央

その意志は現在も我々に引き継がれ、両国の友好の架け

奉仕の理想
なし

橋になっていることはみなさんご存知の通りです。
更には、都城地区教育振興基金にも多額の寄付を頂い
ています。都城地区の青少年育成のため、大変なご尽力

なし
隅倉啓造氏
山﨑照代氏

□会長の時間

を頂いた方でもありました。
心よりご冥福をお祈りいたします。
会長の時間を終わります。

吉田

努 □幹事報告

みなさん、こんにちは。
2015～2016 年度 都城西ロータリークラブ４

前田 吉基

○例会場所変更…都城中央ＲＣ 7/23（水）
12:30～13:30 中山荘＊納涼例会の為

１代会長を仰せつかりました。私はロータリー歴だけ
は無駄に長く、入会を許可されたのは平成３年、当時
の会長は東蔚山との交流に尽力された、故）鎌田継男

○例会変更…都城ＲＣ 7/31（金）
12:30～13:30 メイン ＊特別休会の為

さんでした。ですから 24 年の在籍になると思いま
す。

○野中ガバナー事務所…

今年度は瀬川さんの入会式で幕を開けることができ

①ガバナー月信 ７月号

ました。中山荘を背負って立つ人材だと社長からも伺

②２０１５年7月のロータリーレートは, １ドル＝１

っております。ブライダルの責任者だそうで、幸せな

２４円と本部より連絡がありましたのでお知らせ

カップルをたくさん見ていらっしゃるので、そのせい

致します。

かどうかは分かりませんが未だ独身だということで

○ロータリーの友 ７月号

す。
26 日の朝、突然の訃報が飛び込んで参りました。 ○田中ガバナー事務所…
当クラブの会員でありました、柳田温清さんが 6 月 国際ロータリー第 2730 地区 6 月 30 日をもって
25 日お亡くなりになられました。86 歳であられま

2014-2015 年度田中ガバナー事務所閉鎖のお知らせ

した。
柳田温清さんは 1977 年に西ロータリークラブに入

○国際ロータリー日本事務局…１回目のマルチプル・ポ

会されました。第７代の会長、2003 年にはガバナ

ール ハリス フェロー ピン・認証状

ー補佐を歴任されました。
「東蔚山ロータリークラブ」と姉妹クラブの締結を行
われた会長であります。
当時国交が正常化したばかりの、反日感情の強かった
韓国で将来友好国となるべきとの理想を掲げられ、困
難を乗り越え姉妹締結されました。

小田賢一 会員

徳重 幸男会員

■クラブ報告
○2015-16 会員名簿 回覧のお願い
校正をお
願い致します。
○来週 7/8（水）例会 クラブ協議会 委員会ごとの
席になります。

□出席報告
会員数
出免数

42 名
4名

出席数
出席率

31 名
81.57％

前々回修正出席率

6/17

84.62％

前回修正出席率

6/24

84.62％

届出有

永野 脇丸 中村七 盛田 福本
和田
なし

届出無
ＭＵ有会員
6/25 中央
6/26 都城
6/30 北

なし
なし
なし
永野 和田 中村七 脇丸 丸山
柳

ＭＵ無会員
6/17
要ＭＵ会員
6/24

鳥集 和田 盛田 河野 柳 坂井

ご入会おめでとうございます♪

ホテル中山荘 瀬川 政光 氏

□委員会報告
なし

◆委嘱状交付

萩原 和洋…吉原会長・徳重幹事、役員の皆様一年間お疲
れ様でした。吉田新年度を祝して 1 年間頑張
って下さい。
上田やよい…吉田会長・前田幹事 1 年間頑張って下さい。
鎌田 博文…吉田・前田丸の出航を祈念して。
福永
忍…吉田年度の門出を祝して
吉田
努…一年間よろしくお願いします。
草水 正義…吉田会長年度ご苦労さんです。
天水 金作…吉田前田年度の船出を祝して
長友 喜信…吉田前田年度のすばらしい西ＲＣになること
を祈念して。
棈松 豊治…吉田前田年度で副会長としてがんばります。
皆様ご協力をお願いします。
船木 修一…吉田前田丸の出航を祈念して！！
小俵
武…吉田会長・前田幹事の出発を祝って少々。一
年間頑張ってください。
柳
顕彰…吉原さん徳重さん 1 年間お疲れ様でした。吉
田会長前田幹事 1 年間頑張ってください。
中山 忠彦…吉田会長・前田幹事・平川ＳＡＡ1 年間宜し
くお願い致します。
藤岡 成学…瀬川会員の入会を祝して
星野
彰…吉原会長・徳重幹事一年間お疲れ様でした。
吉田新会長・前田新幹事、今年一年宜しくお
願いします。
河中
功…吉田会長、前田幹事の船出を祝して
大峯
学…吉田丸の健やかな航海を祈ります。
◆ロータリー財団◆…徳重 幸男・草水 正義・前田 吉基
◆米山奨学会◆…徳重 幸男・草水 正義・前田 吉基
柳
顕彰…中山荘の大ホール改装の為これにてどろん！
◆教育振興基金◆…草水 正義・前田 吉基
◆40 周年準備金◆…柳 顕彰
吉原 信幸…吉田会長・前田幹事・平川ＳＡＡの船出を祝
って
井福 博文…吉田丸の船出を祝して
中原八重子…吉田会長・前田幹事、1 年間頑張って下さい。
髙橋 五男…吉田会長・前田幹事一年間頑張って下さい。
外山 俊明…吉田前田年度のスタートを祝して
鳥集 寿一…吉田前田丸の進発を祝して
前田 吉基…1 年間よろしくお願いします。
小坂泰一郎…吉田会長・前田幹事・役員の皆様 1 年間頑張
って下さい。瀬川会員御入会おめでとうござ
います。一緒にロータリーを楽しみましょう。

◎今後のプログラム
＊3ＲＣ事務局運営委員 三坂 昭一会員
＊教育振興基金理事 河中
功会員
井福 博文会員 鎌田 博文会員 永野修一郎会員
＊地区インターアクト委員会 小坂泰一郎会員

□本日のプログラム
別紙に記載しております。

7／15
7／22
7／29
8／5

各委員会事業計画発表
国際大会報告 前年度会計報告
納涼例会
会員卓話

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

7/1
28,000

計
28,000

2,831
37,200
33,000
20,000
15,000

2,831
37,200
33,000
20,000
15,000

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

□ＳAA 報告

ﾛｰﾀﾘｰ 財団

◆ニコニコ箱◆…瀬川 政光
隅倉 啓造(都城北ＲＣ)…吉田会長のご活躍を祈念しま
す。
山﨑 照代(都城中央ＲＣ)…吉原さん徳重さん一年間お
疲れ様でした。吉田会長前田幹事就任おめで
おうございます。瀬川を宜しくお願いしま
す。

米山奨学会
教育振興基金
４０周年準備金

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

■吉田

努会長 就任挨拶

さて、本年度国際ロータリーの会長はスリランカ コロンボロータリークラブの、ラビンドランさんです。
世界最大の紅茶のティーパックを製造する会社を経営する方です。
今年度の国際ロータリーのテーマは「世界へのプレゼントになろう」です。
私たちは現在の地位や職業などにかかわらず、才能、知識、能力、努力、そして献身的な心、熱意など誰
でも与えることのできる何かを持っているはずです。私たちはロータリーを通してこれらを世界にプレゼン
トすることで誰かの人生に、そして世界に真の変化を起こすことができるはずです、と言っておられます。
私たちは皆この世に生まれて、なんでもつかみ取ろうとしますが、この世を去るときは全てを残していき
ます。ロータリーを通じて私たちはいつまでも続く本物の何かを残すことができるでしょう。
私たちに与えられた時間は今です。この機会は 2 度と訪れるものではありません。
「世界へのプレゼントになろう」と締めくくっておられます。
これを受けて第 2730 地区ガバナー野中玄雄さんは地区のテーマを「奉仕は力！活かそう例会」と定めら
れました。
ロータリーの基本理念である「最も良く奉仕するもの、最も多く報いられる」これこそが活性化の源であり、
そしてロータリーの基本は「例会」であると。
さて、私たちのクラブはどう動くのか？CLP 導入元年となる今年度、慣れないことが頻繁に起こります。
まず、クラブの長期的な目標を掲げます。西クラブの長期活動計画は「青少年育成」であります。
これは吉原年度より始まり、３年の長期計画として立案されたものであります。よって、クラブの方向性や
奉仕プロジェクトを考える場合はまずこれが優先します。
クラブ協議会が２ヶ月に 1 回行われます。前年度１回行っていますが、委員会ごとにテーブルを囲んで活動
計画の打ち合わせ確認、更には委員会の垣根を越えた話し合いを行います。
頻繁に話し合いを持つわけですから、
新しい計画にないプロジェクトが立ち上がるやもしれません。
そして、
ガバナーの言われるどうすれば楽しい例会になるのか、水曜日が待ち遠しくなるのかを。まずは次のような
事を実施してまいります。
① 規律正しくしましょう。ルールの厳守。
（一体感）
② 司会進行を交代でやりましょう。
（緊張感）
③ スペシャリストの外部卓話を多く取り入れましょう。
（好奇心）
そしてクラブテーマです。
今年度クラブテーマは「さあ、始めよう！」です。
薩摩のことわざ「泣こかい飛ぼかい。泣こよか、ひっ飛べ」ここから来ています。
新たな取り組みが多い今年度です。
さあ、始めよう！みんなが背中を押してくれます。安心して挑戦してください。
以上のようなことを取り入れながら運営を行ってまいります。
ご協力よろしくお願いいたします。

11 月 21 日 姉妹クラブ 和歌山御坊南 RC 創立 40
周年記念式典
3 月 12 日

都城西 RC 創立 40 周年記念式典

■前田 吉基幹事 就任挨拶
皆様、こんにちは
2015～2016 年度、都城西ロータリークラブの幹事を仰せつかりました前田吉基です。
雨の日が本当によく続く梅雨空の下、いよいよこの日を迎える事となりました。
以前にＳＡＡをさせて頂いた時点で「この流れはまさか！」と思っておりましたが、案の定、吉田会長より
打診がございまして…正直、色々な不安が頭に浮かびましたが、あまり深く考えないようにして引き受けさ
せて頂きました。組織として変化の多い今年度ではありますが、微力ながらこの西ロータリークラブに貢献
していきたいと考えております。
思い起こせば７年程前、牟田町のとあるお店での出会いをきっかけに「とりあえず、昼ごはん食べにおいで
よ！」というお誘いの言葉のもと、平成２１年３月４日、この都城西ロータリークラブへ入会させて頂くこ
とになりました。入会した当初は、それまで経験したことのない重厚で独特な例会の雰囲気に呑まれ、毎週
水曜日を少し気の重い状態で迎えて居た事を思い出します。しかし、西ロータリークラブの皆様はとても暖
かく、私のような若輩者にも優しく気さくに接して下さいました。そのような時間と例会を積み重ねてきた
ことで、今日の私があるのだと思っております。
さて、クラブ運営計画・目標に基づいて進めますが、本年度はＣＬＰ（クラブ・リーダーシップ・プラン）
導入元年です。ＣＬＰはクラブの長期運営計画の推進及びクラブの活性化が最大の目的であり、組織の簡略
化を目指すわけではございません。とはいえその運用の如何によっては、導入はしたが何も変わらなかった
という事も十分あり得ます。そこで活性化の手段として、クラブ協議会を年間 6 回設けてあります。各委員
会は年間プログラムと【にらめっこ】しながら、その活動状況及び進捗状況について切れ目のない協議を行
うことになります。この委員会活動を各委員会・クラブの『全体』で行えるかが、ＣＬＰの最も重要な要素
であると考えております。
会員増強活動といたしましては、長期的なクラブ活性化のため、時流を捉えた会員選考や分類を行い、定例
理事会において会員推薦の件を必須の議題とし、その進捗状況について協議していくことになります。
本年度は都城西ロータリークラブのビッグイベント、40 周年記念事業がございます。こちらは 40th プロ
ジェクト委員長と緊密に連携し、全会員参加型の事業として推進して参りたいと思います。私にとってもこ
の周年事業に携わる事は初めてですので、色々と分からない
事や至らない事があるかと思いますが、体当たりで頑張って
いく所存です。経験豊かな先輩方をはじめ、会員の皆様にお
かれましては何卒、ご協力を頂きますよう宜しくお願い申し
上げます。おもてなしの気持ちで、40 周年記念事業を成功
の基に収めましょう。
ＲＩ
都城西ロータリークラブ

『世界へのプレゼントになろう』
『さあ、始めよう！』

のテーマの基に、一年間、吉田会長にお仕えし、皆様と一緒
に素敵な水曜日のひと時を作り上げていきたいと思っており
ます。どうぞ、一年間、宜しくお願い申し上げます。

