週報 第１９０９回

平成 27 年１０月１４日

1 月：職業奉仕月間
2 月：平和と紛争予防／紛争解決月間
3 月：水と衛生月間
4 月：母子の健康月間
5 月：青少年奉仕月間
6 月：ロータリー親睦活動月間

点鐘
合唱

我等の生業

ゲスト紹介

◆都城市少年野球連盟
理事長 松尾 裕司 氏
◆中郷野球スポーツ
監督
原口 正康 氏

ビジター紹介

なし

□会長の時間

吉田

努

みなさんこんにちは。
10 月は米山月間と経済と地域社会の発展月間でありま
す。米山については先週ケイ・リン君が例会に参加しても
らい大変いい話が聞けました。ただ一つ気になったことが
ありました。それは彼が日本に永住するのかどうかという
ことです。本来米山奨学生は日本と母国との懸け橋となる
ことを期待しています。どうか日本で大いに勉強され母国
に戻り祖国の発展のため、そして日本との友好の懸け橋を
築いてほしいものです。米山奨学会への寄付は、一度にす
る必要はありません。少しずつでいいですから積み上げて
いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたしま
す。
さて、地区大会が迫ってまいりました。櫻井よしこさん
の講演やチキン南蛮、北浦鯵、サバが待っています。土曜
日は朝から盛り上がっていきましょう！西クラブ専用の
貸し切りバスです。遠慮はいりませんので大いに親睦を深
めてください。当日の登録も可能です、いたっみろかいと
思われる方は幹事まで連絡ください。若い方々は三坂さん
の話を聞けるだけでもお金を払う価値があると思います
よ。

ロータリー特別月間
8 月：会員増強・新クラブ結成推進月間
9 月：基本的教育と識字率向上月間ロータリーの友月間
10 月：経済と地域社会の発展月間 米山月間
11 月：ロータリー財団月間
12 月：疾病予防と治療月間

明日は西クラブコンペが開催されます。秋晴れの中いいス
コアで回りたいと思っていますがベテラン勢の調子がいいと
聞きます。ゴルフは自分との戦いだとよく言われますが私は
一度も思ったことはありません。握っている人のスコアが気
になって仕方ありません。
どうぞお手柔らかに。

□幹事報告

前田 吉基

●野中ガバナー事務所…
①2015-16 年度 地区大会 10/16（金）～18（日）
②地区社会奉仕セミナー開催のご案内
12/6（日）受付 13:00 会議 13:30～15:30
メイン 5Ｆ 登録料 2000 円

■クラブ報告
●本日 10/14（水）
●10/21（水）１１月定例理事会 例会前１１：００

□出席報告
会員数
出免数

43 名
3名

出席数
出席率

31 名
77.50％
9/30
10/7

前々回修正出席率
前回修正出席率

90.00％
80.00
中郷野球スポーツ監督
原口 正康 氏

棈松 鎌田 船木 和田 吉元

届出有
届出無

中村七 鳥集 福本 柳

ＭＵ有会員
10/1 中央
10/2 都城
10/10 焼肉ｶｰﾆﾊﾞﾙ
10/6
北

ＭＵ無会員
9/30
要ＭＵ会員
10/7

なし
なし
小田
なし
和田 中村七 鳥集 福本

■中山 忠彦 会員スピーチ
～ヨーロッパ･モスクワ
(ロシア)について～
10 年ぶりに行って民主化さ
れていてビックリしました。

和田 脇丸 中山 中村七 盛田 柳
鳥集 福本

でも、まだまだ共産主義から
は脱せない模様です。

■□10 月皆勤賞□■
おめでとうございます☆

18 ヶ年 吉原 信幸 会員

□委員会報告
■支援プログラム委員会 姉妹クラブ
河中

功 会員

御坊南創立 40 周年 参加のお願い

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
小俵
武…久しぶりの司会進行ありがとうございました。やっぱ
り(キンチョウ)します。少々
吉原 信幸…早いもので 18 年皆勤。高校卒業と同じ年となりま
した。あと 2 年成人式を目指して頑張ります。
吉田
努…小俵さん今日はありがとうございました。地区大会よ
ろしくお願いします。
◆ロータリー財団◆
馬渡 浩志
◆米山奨学会◆
馬渡 浩志
◆教育振興基金◆
馬渡 浩志
◆40 周年準備金◆
盛田 祐一…本日は少年野球大会報告等ありがとうございました。
前田 吉基…松尾理事長、原口監督卓話を頂き有り難うございま
す。小俵会員司会進行ありがとうございました。

H27 年 11 月 21 日(金)～22 日(日)

◎今後のプログラム
■40 周年実行委員会 井福 博文 委員長
本日、例会終了後、委員会を行います。

10／28 新入会員卓話
11／4
クラブ内 クラブ協議会
11／11 会員卓話 支援プログラム委員会(R 財団)担当

■本日のプログラム
奉仕プロジェクト委員会(青少年奉仕) 担当
少年野球大会報告

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
４０周年準備金

都城市少野球連盟理事長
松尾 裕司 氏

10/14
3,000

計
93,950

3,543
12,000
10,000
10,000
2,000

36,923
142,200
133,000
100,000
68,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

2015.10.17 第 1 本会議

ガバナー補佐並びにクラブ紹介
木場 智彦 G 補佐・濟陽 順司 会長・森 將彰 会長・吉田 努 会長

都城 RC

都城西 RC

都城北 RC

野中 玄雄 ガバナー 挨拶

＊＊表彰＊＊ 都城 RC
米山奨学金 2 千万円達成クラブ
会員増強優秀クラブ部門 第 2 位

記念講演 ジャーナリスト 櫻井よしこ 氏

＊＊特別表彰＊＊ 都城北 RC 愛甲 進一 会員
「ありがとうロータリー」のトランペット演奏を通じて、
テーマ「ロータリーに輝きを」実現に貢献

大会決議委員会委員長・PG 長峯

基 会員

Emili Jean TORRES(アメリカ)：左
米山奨学生紹介 右：邢 林さん(世話クラブ都城中央RC)
Berglund Eklind,Jesper Theodor (スウェーデン)：右

交歓留学生紹介挨拶 青少年交換委員会委員長 戸高

望 会員

