週報 第１８９７回
平成２７年７月８日

点鐘
合唱
ゲスト紹介
ビジター紹介
◎都城
◎都城北
◎都城中央

ログラムが全会員の承認を得た行事であるということです。簡単

我等の生業
なし

に言うと、夜間例会も家族会も通常例会と何ら変わらないという
ことです。
例会を休んだので食事代を返せとおっしゃる方はいませんよね。

福澤晃二氏
なし
なし

□会長の時間

その逆と考えていただけばわかりやすいと思います。どうぞご理
解ください。

吉田

努

ひとつ皆さんにお願いしたいのは、楽しかったね、美味しかっ
たね、また行きたいね、ロータリーはよかね、そんな声がご家族

みなさんこんにちは。

から聞こえてきたならばニコニコに入れてください。これについ

会長に就任して早 1 週間が過ぎました。たった 1 週間では

てはウェルカムです。

ありますがいろいろなことがあります。というか、今まで気に

先週はプレミアム商品券の販売がありましたね。多くの皆さん

留めていなかったことを気にするようにしたことが一番の原

が並んで子供連れのお母さん、お年寄りの皆さんが大変なことに

因だと思います。

なったようです。執行部の見通しが甘かったのは否めませんが、

さて、先週の木曜日に吉原前会長、徳重全幹事の慰労会がサ

これを教訓に出来るかどうか大きな問題です。都城市は、南海ト

ンプラザホテルのビアガーデン会場で行われました。徳重さん

ラフ地震の際、宮崎市のバックアップシティに指定されています。

に比べ、気抜けした顔の吉原さんが印象的でした。徳重さんに

この程度のイベントで、国道 10 号が不通になるようでは果たし

はまだ会長職が残っている差でしょうか。

てその役割を果たせるのか甚だ疑問です。と言うのも大地震が起

今日のプログラムはクラブ協議会です。CLP を導入し、大

こった場合食料品、特に水の確保が重要になります。コンビニや

きく変わった部分であります。

スーパーに多くの客が殺到するのは目に見えています。そのため

先週話しました通り、今までは１年間に２回、最初と最後に行

道路は渋滞し、救急車や消防車は動けず、自衛隊の車両も立ち往

っていた協議会を年に６回開催し、委員会の閉塞感や行き詰ま

生するのは目に見えています。
給水開始まで約 3 日間が必要です。

り感をなくし、活性化を図るという意図があります。今日は委

さあ、ここで質問です。人間が生きていく上で必要な 1 日の飲

員長から年間の行事の確認と、進捗状況そして新事業への取り

料水量分かりますか？1 日 1 人 3L です。風呂もはいらず、トイ

組み計画について協議してください。どんな意見も尊重し、丁

レは穴を掘って水を使わない時。4 人家族で 12L が必要となり

寧にそして大事に協議をお願いします。

ます。ウォーターサーバーのボトルの大きさはここから来ていま

大きなテーマは青少年の育成です。そして R I、地区から要

す。ウォーターボトル 1 本が 1 日分です。皆さんはウォーターボ

請のある広報活動、会員増強、財団への寄付及び補助金利用で

トルの備えはされていますか？ちなみに私の会社ではウォーター

す。このことを委員会の垣根を越えて全会員の共通の認識とし

サーバーのレンタルを行っています。必要な方はどうぞご相談く

て話を進めてください。

ださい。

会長の時間でした。

□幹事報告

前田 吉基

大事なことをお話します。会費の特別徴収の件です。前期
5000 円、後期 5000 円を集めさせていただきます。特別徴
収の内訳は、都城中央クラブ 30 周年記念式典登録料の個人負

●都城ＲＣ…創立 60 周年記録誌とＤＶＤ

担分が 5000 円、夜間例会時に徴収していた会費分を 5000

●野中ガバナー事務所…

円です。その時々で徴収すれば、皆さんにご報告することでは

①大重エレクト年度及びガバナー年度地区行事開催スケジュール

なかったのですが、私は会費として徴収することに意味がある

②国際ロータリー第２７３０地区２０１８－１９年度

と考え、理事会にこの件を上程しました。理事会でも慎重に審
議された議案でもありました。私の一貫した考えは、全てのプ

ガバナー候補者(ガバナーノミニー・デジグネート)推薦のお願い

③広報・公共イメージ部門 クラブ委員長会議のご案内
７月１８日（土）１３：００ 受付

なし

１３：３０ ～１６：００ 終了
メインホテル ４Ｆきりしま

□委員会報告

登録料 ２，０００

＊昼食は各自でお済ませください。
＊全クラブＷＥＢ保有化・facebook の活用広報活動等

□本日のプログラム
◆◆クラブ協議会◆◆

④ 2015-16 年度社会奉仕委員会
活動書の提出のお願い
⑤ロータリー財団「補助金管理セミナー」開催のご案内
8 月２３日（日）１３：００～１７：００
メインホテル ５Ｆ ＊昼食は各自でお済ませください。
登録料 ２，０００

●公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会…第７回米山功
労クラブ感謝状

●日南中央ＲＣ…ライラ報告書
■クラブ報告
●7/15（水）2014-15 決算理事会 13:30 中山荘 エトワール
＊監査 7/8（水）13:30
●7/14（火）８月定例理事会 17:30 中山荘 エトワール
●2015-16 会員名簿 回覧のお願い 校正をお願い致します。

□出席報告
会員数
出免数

42 名
4名

出席数
出席率

32 名
84.21％

前々回修正出席率
前回修正出席率

6/24
7/1

84.62％
84.21％

草水 脇丸 永野 鳥集 柳 和田

届出有
届出無

なし

ＭＵ有会員
7/2 中央
7/3 都城
7/7 北

ＭＵ無会員
6/24
要ＭＵ会員
7/1

なし
なし
草水
鳥集 和田 盛田 河野 柳 坂井
永野 脇丸 中村七 盛田 福本
和田

◆第７回米山功労クラブ感謝状◆
おめでとうございます♪

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
東
淑恵…吉田会長・前田幹事 1 年間頑張って下さい。私も情
報発信頑張ります。
吉原 信幸…先週木曜日、私と徳重前幹事の高橋会員の声かけで、
慰労会をさんちゃん亭で開催して頂き、多くの方々の
参加ありがとうございました。
◆ロータリー財団◆…棈松 豊治・吉田
努・永野修一郎
◆米山奨学会◆…棈松 豊治・吉田
努・永野修一郎
◆教育振興基金◆…棈松 豊治・吉田
努・永野修一郎
◆40 周年準備金◆
棈松 豊治…私事ですが、実のおばの満 100 才のお祝いをするこ
とが出来ましたので。子供 1 人孫 3 人曾孫 9 人玄孫
4 人です。
木佐貫鐵蔵…吉原前会長、徳重前幹事、御苦労様でした。吉田会長、
前田幹事、1 年間宜しくお願いします。
東
淑恵…ホームページのリニューアルをしてフェイスブック
ページも開設しました。みなさん見てくださいネ。

◎今後のプログラム
7／22
7／29
8／5

国際大会報告 前年度会計報告
納涼例会
会員卓話

天水 金作会員
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

◆ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ・ﾎﾟｰﾙ ﾊﾘｽ ﾌｪﾛｰ ﾋﾟﾝ 認証状◆
おめでとうございます♪

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

徳重 幸男会員
小田 賢一会員

7/8
2,000

計
30,000

1,401
37,200
30,000
30,000
6,000

4,232
74,400
68,000
50,000
21,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

