週報 第１９１０回
平成２７年１０月２１日

点鐘

□幹事報告

合唱

手に手つないで

ゲスト紹介
ビジター紹介

なし

都城中央 RC ～ 富吉 博文 氏

□会長の時間

吉田

努

みなさんこんにちは。
先週の土日、延岡市におきまして本年度の地区大会が
晴天の下開催されました。クラブから 19 名のご参加を
頂きました。お忙しい中本当にありがとうございまし
た。奥様にもご参加を頂きました会員の皆様には心より
お礼を申し上げます。会長幹事は土曜日の 9 時から会
議が始まり、翌日のお昼までの第二本会議まで参加して
まいりました。3 月に開催する 40 周年式典とかぶる部
分も多くあり、大変参考になりました。詳しい事はあと
で参加メンバーより報告があります。
私からお伝えする事は規定審議会の本年度の審議決
定事項についてです。
① インターアクトの年齢の引き下げ
② ローダアクトの年齢引き上げ
③ R I 会長への退職金の支給
以上の３つがあり、①のインターアクトの年齢引き下げ
が認められ 11 歳からになりました。R I からも地域の
中学校にクラブを新設することを求められています。
地区大会での質疑応答より
質問
勧誘する時にロータリーって何をやってる団体なの？
と聞かれ返答に困りました。
答え
あなたの家庭、職場、地域であなた達が困っていること、
助けがいることを教えて下さい。私達ができることがあ
るかもしれません。
R I 会長代理 中村靖治

前田 吉基

●野中ガバナー事務所…
①地区大会決議（案）修正分 参加者のみ BOX に
●社会福祉法人宮崎県共同募金 都城市共同募金委員会…
赤い羽根共同募金運動へのご協力のお願い
10/21～12/31

□クラブ報告
なし

□出席報告
会員数
出免数

43 名
3名

出席数
出席率

29 名
72.50％

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
10/15 中央
10/16 都城
10/17 地区大会

10/18 地区大会
10/20
北

ＭＵ無会員
10/7
要ＭＵ会員
10/14

10/7
10/14

80.00％
82.50％

外山 永野 星野 和田 船木
福本 河野 柳 盛田 鳥集 中村七
なし
なし
吉田
井福
馬渡
吉田
なし
和田
鳥集

前田 小坂 藤岡 棈松 鎌田
木佐貫 徳重 外山 中原 東
三坂 吉原 河中
前田 棈松
脇丸 中山 中村七 盛田 柳
福本

船木 和田 吉元 中村七 鳥集 柳
福本

■□R I より会員増強賞□■
おめでとうございます☆

棈松 豊治 会員

□委員会報告
■奉仕プロジェクト委員会 中山 忠彦 委員長
御坊南創立 40 周年 H27 年 11 月 21 日(金)～22 日(日)
参加の方は 11/14 例会終了後 説明会
■吉原 信幸 会員
歴代会長は来週例会終了後、お集まり下さい。

■本日のプログラム

地区大会報告

中原八重子 会員

前田 吉基 会員

・櫻井よしこ 記念公演「日本の文化・伝統と教育が、拓く未来！」
であったのかなと思いますが、櫻井よしこさんについての印象を少し
…メディアでお見かけするとおり、ゆったりと穏やかで気品のある佇
ままいの方でした、大会開催が天孫降臨の地ということもあり、天照
大神に始まる神話や文化、伝統と教育に基づく日本国の歩みが話の主
体でしたが、近隣国との諸問題も随所に盛り込んでいらっしゃいまし
た、それにしても笑顔で手厳しい事をおっしゃる様子というのは、妙
に怖さを感じ説得力があるもので・・・一度、櫻井さんに叱られてみ
たい気がしなくもないです。
第１本会議後の大懇親パーティーには、吉田会長、棈松さんご夫妻
と共に４人で出席をいたしました。サックスとピアノによるアンサン
ブルで奏でられた会場に入りますと、やがてスキンヘッドでおなじみ
の野中玄雄ガバナーご婦人が『五ヶ瀬の流れに』を歌いながら入場さ
れました。お二人ともドレスアップし、野中ガバナーは格好いいハッ
トを被っていらっしゃいました、歌声も素晴らしかったと思います。
吉田会長も４０周年にむけて、奥様と色々相談されることでしょ
う！？
他、懇親会の見どころとしては
・第３５代立行司 木村庄之助「相撲甚句」
・森山バンド「懐かしのオールディーズ」 であったでしょうか
相撲甚句、私は初めて拝見させて頂きましたが、大変、趣があり身に
染みわたる様で、思わず目を閉じて聞き入ってしまいました。前歌、
後歌、本歌とあるらしいですが、今回は本歌の「花づくし」をご披露
くださいました。
続いて、森山バンド「懐かしのオールディーズ」はもう最高の盛り
上がりで、クライマックスには、ステージ上にロータリアンが入り乱
れ、踊りまくっておりました。このような光景を目の当たりにします
と、西クラブバンドも負けてはいられない訳でございます。
最後に、今大会は直前にＲＩ会長代理（香港ハーバーＲＣ ベリン
ダ・ヤン氏）
が急遽来日を取りやめるというハプニングがありました。
そんな中、会長代理の『代理』という急な打診にも関わらず、都城出
身の中村靖治氏が快諾され事なきを得ました。中村靖治さんは大変す
ごい方で、この直前の打診さえもプラスに受け止め、かつ大会を成功
裏に収めるキーマンとなっていらっしゃいました。その立ち振る舞い
は、紳士的でありながらブラックジョークを連発されるのですが、全
く嫌みがなく会場を味方につけ、完璧に状況をコントロールされてい
ました。これこそが『ロータリー愛』のなせる技なのだろうと思った
次第です。
以上、報告といたします。ありがとうございました。

□ＳAA 報告

◆ニコニコ箱◆
天水 金作…久しぶりの司会進行ありがとうございました。
吉田
努…地区大会への御参加ありがとうございました。ゴルフ
コンペで優勝しました。
棈松 豊治…馬渡の入会でバッヂを頂きました。
河中
功…地区大会の帰りの酒を飲んだ後とはいえ帰りのバス
で失礼な事を申し上げました。
◆ロータリー財団◆…福永
忍
◆米山奨学会◆…福永
忍
三坂 昭一 会員 井福 博文 会員 棈松 豊治 会員
◆教育振興基金◆…福永
忍
＊＊前田幹事 地区大会報告＊＊
◆40 周年準備金◆
先日、１０／１７～１８日にかけて地区大会に参加して参りまし
前田 吉基…ゴルフコンペにてビリにも関わらず優勝賞品を頂き
た。
ましたので。地区大会にご参加頂きありがとうござい
今年度は延岡での開催という事で、ご参加いただいた会員及びご
ます。天水会員司会進行ありがとうございました。
婦人におかれましては、誠に有難うございます。高速道路が開通し、
随分とアクセスが良くなったとはいえ大変お疲れになられたこと
だろうと思います。私も皆さんと一緒にバスで会場入りしたかった ◎今後のプログラム
ですが、第１本会議前の、ガバナー補佐・部門長・会長幹事合同協
11／4
クラブ内 クラブ協議会
議会に参加をする為、
一足早く吉田会長、北ＲＣ森会長と共に３人で会場入りしました。
11／11 会員卓話 支援プログラム委員会(R 財団)担当
会長にはお車を出していただいた上に、行き帰りと遠路を運転して
いただきまして誠に恐縮です、本当にありがとうございました。
10/21
計
さて、無事に大会会場へ到着したわけですが、まず目に飛び込んで
きたのは「延岡名物試食コーナー」でした、鮎の塩焼きがズラッと
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
6,000
99,950
並んでいる様はインパクト十分だったかと思います。会長に促され
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
「無料」であることをしっかり確認し、安心して鮎の塩焼き、チキ
2,334
39,257
ン南蛮、地鶏の炭火焼を頂戴しました。おいしく頂いた訳ですが、
ﾛｰﾀﾘｰ財団
12,000
154,200
やはり気になるのは当西クラブの４０周年でありまして、ご当地コ
米山奨学会
ーナーや友愛の広場、配置や人員、式典及び懇親会等々…挙げれば
10,000
143,000
キリがないわけですが、地区大会を参考にする部分も多分にござい
教育振興基金
10,000
110,000
ますので、そういったところを持ち帰れるよう意識して臨みまし
４０周年準備金
た。
3,000
71,000
こういった大会というものは、地域的要素と記念公演にその大会の
色が表れると思いますが、今回でいえば…
雑誌会報・インターネット・広報委員会
・オープニングセレモニーの「高千穂神楽」
・第３５代立行司 木村庄之助(延岡出身)によりますウェルカムア
徳重 幸男・東
淑恵
トラクション

