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平成２７年１１月２５日

ただ、会計は潤沢ではありません。いつも払って頂い
ている大人千円、子供五百円を目安にニコニコを入れ
合唱
手に手つないで
て頂けるよう切にお願い致します。
お願い事ばかりで恐縮ですが、ビンゴゲームの景品
ビジター紹介
都城ＲＣ
福澤 晃二 氏
を会員一人当たり 2 個用意して下さい。頂き物、また
都城北ＲＣ
木脇 義貴 氏
は皆様の会社の商品でも結構です。お忘れになると景
品が足りない事態になりますので忘れずにお願い致し
ます。
□会長の時間
吉田
努
今回の年末家族会メインの景品は各企業 PR 協賛品
みなさんこんにちは。
です。例えば棈松副会長の会社は中古車販売、自動車
先週の金曜日から和歌山県御坊南ロータリークラ 修理ですが、ご家族の皆さんは知らない方もいらっし
ブ創立 40 周年式典に参加してまいりました。参加 ゃる事でしょう。今回棈松副会長からは車検工賃無料
いただきました皆様には改めましてお礼を申し上げ 券を頂きました。商品を宣伝する事で会員の職業を知
ます。御坊南クラブより、姉妹クラブ延長の申し出 ってもらおうと言う企画です。前田幹事は貸しビルで
があり、3 月にお見えになられた時更新したいとの す。何もプレゼントする物は無いように思えます。聞
ことでした。理事会にはかるまでもないのですが、 くところによると空き店舗もあるそうで、それなら 3
よい返事をしたいと思っております。
日間お店を利用出来る権利をプレゼントします、ただ
後ほど参加された会員より、報告がありますので楽 し来年の 3 月までの期限付きです。これは一見馬鹿げ
しみにして下さい。
た商品の様ですが、お店をしたいと思っていらっしゃ
私どものクラブの 40 周年記念事業でありますが、 る方もいるかもしれません。もしそんな方がいらっし
もう報告してもいいと思いますのでお知らせ致しま ゃれば、その後商売にも繋がるわけです。すでに多く
す。私達のクラブ長期戦略として青少年育成を掲げ の協賛品を頂いておりますが、商品は沢山あった方が
ています。その事を踏まえ、外山理事にご尽力を頂 みんな喜びますので協賛よろしくお願い致します。
き、宮崎県立都城工業高校に都城西高校に加えて、2 担当の船木さんを中心にクラブ管理委員会の皆さん！
つ目のインターアクトクラブ設立が内定いたしまし よろしくお願い致します。
た。この件については理事会で、最終的な詰めを進 会長の時間でした。
め再度詳しくご報告致します。
さて、クラブも上半期があと一ヶ月で終わろうと
しています。
□幹事報告
前田 吉基
今後の日程についてお知らせをいたしますと、明日
が次年度理事役員指名委員会、12 月に入ると 16 日 ●野中ガバナー事務所…
に西クラブコンペ、夜は年末家族会が行われ今年の
①ロータリーレート １２月 １２０円 ＊現行１２０円
行事を終了します。明けて 1 月 12 日が最初の例会
②国際大会（ソウル）変更のお知らせ
の新年合同例会がロイヤルホテルにて開催されま
本会議
5/28→ 5/29 日（日）
す。そして 3 月 12 日が 40 周年創立例会です。
１回目 10:30～12:30 ２回目 15:30～17:30
16 日の年末家族会はご家族の皆さんの会費は必要
会場の収容人数の関係で同じ事を２回
ありません。今年度全ての行事は皆さんが納めてい
（2730 地区の対応） 開会本会議１回目の
ただいた会費の中で賄う事にしております。
参加指定
２９日(日)10:30～12:30
点鐘

●都城商工会議所…
①岡崎
誠 会頭退任のご挨拶・安田耕一 新会頭
就任のご挨拶状
②平成２８年新年賀詞交歓会のご案内
1/4（月）受付 16:00 開会 17:00
メインホテル５Ｆ 参加料 3000 円

■クラブ報告
●11/26（木）次年度理事役員候補者指名委員会
中山荘 18:30～

43 名
3名

出席数
出席率

31 名
77.50％

前々回修正出席率
前回修正出席率

11/11
11/18

中村（七）盛田 鳥集 柳

ＭＵ有会員
11/18
１２月定例理事会

吉田 前田 棈松 吉原 藤岡 小坂
平川 鎌田 中山 外山 船木

11/21
地区職業奉仕ｾﾐﾅｰ

高辺

11/22
御坊南ＲＣ４０周年
記念式典

ＭＵ無会員
11/11
要ＭＵ会員
11/18

吉田 前田
三坂 船木
髙橋 天水
河野 和田
中村（七）

船木 修一 会員

77.50％
85.00％

外山 星野 和田 藤岡 上田

届出有
届出無

おもてなしが素晴らしく
感謝致します。３月の当
クラブの４０周年式典も
一致団結で成功させたい
と思います。
＊別紙にて詳しく掲載しております。

道成寺、高野山など廻りま
した。歴代の武将のお墓が
たくさんありました。
時間足らず･･･
前田劇場・河中・三坂劇場
話しは又今度！

□出席報告
会員数
出免数

前田 吉基 幹事

小坂
中山
外山
星野
盛田

棈松
中原
長友
福本
鳥集

上田 小俵
鎌田 河中
脇丸
小田
柳

河野 和田 柳 盛田 鳥集
中村（七）

□委員会報告
●ロータリー財団 髙橋 五男 委員長
寄付状況 報告とお願い

□本日のプログラム
御坊南ＲＣ４０周年記念式典 訪問報告

河中 功 会員
当クラブより１７名+夫人
２名の１９名で参加。
貴クラブは３０名（女性
６名）で、空港で出迎えに
来ていただきました。 新型車の大型バスをご準備
していただき、観光案内をしていただきました。
大満足で帰路につかれたと思います。

□ＳAA 報告
◆ニコニコ箱◆
木脇 義貴（都城北）･･･久し振りにＭＵさせて頂いて。
吉田
努･･･御坊訪問に際しご協力頂きありがとう
ございました。
小田 賢一･･･久し振りでマイクを通して話させて頂き
ました。ありがとうございました。
船木 修一･･･御坊南ロータリークラブ４０周年に参加
しました。おもてなしは最高でした。
竜宮城に行ったような気がしています。
浦島太郎でなく、私は山田町ですから
山田太郎です。
◆ロータリー財団◆
中山 忠彦･･･残り半分おさめます。
髙橋さんお疲れ様です。
福本
晃･･･ロータリー財団へ。
◆４０周年準備金◆
前田 吉基･･･御坊南４０周年訪問方向を有難うございま
す。小田会員 司会進行有難うござい
ました。

◎今後のプログラム
12/9
12/16
12/23
12/30

年次総会
年末家族会
祝日の為 休会
特別休会
11/25
ﾆｺﾆｺＢＯＸ
6,000
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
2,735
ﾛｰﾀﾘｰ財団
18,000
米山奨学会
0
教育振興基金
0
４０周年準備金
1,000

計
135,950
49,501
334,200
203,000
150,000
76,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男・東
淑恵

□本日のプログラム

御坊南ＲＣ４０周年記念式典 訪問報告
前田 吉基 幹事

先日の２０～２２日にかけて、姉妹クラブの御坊南ＲＣ創立４０周年記念式典に出席して参
りました。ご参加頂いた皆さま、三日間、大変お疲れ様でございました、無事に訪問旅行を終
える事が出来て何よりです。
さて訪問報告ですが、まずもって申し上げるならば、大変素晴らしいひと時だったという事
です、おもてなしの気持ちに触れ、感慨深い体験でした。田淵会長を初めとする御坊南ＲＣの
皆様に心から感謝です。観光地巡りに、食事や懇親の場の手配、移動においても快適、柔軟、
ゆとりのある体制が確保されていました。きっと綿密にシミュレーションが行なわれたのだと
思います。相当に大変な準備や作業であったと存じますが、田淵会長の人柄・リーダーシップ、
御坊南ＲＣの結束力により遂行されたのだと思います。
和歌山は歴史、文化、自然に恵まれ風光明媚な地でした。初日に訪れた根来寺・高野山の圧
倒的な歴史や景観には驚かされました。二日目、私が集合時間に遅刻するという痛恨のミスか
ら始まり、醤油発祥の地として名高い地にて湯浅醤油を訪問、その生い立ちや製造工程などに
ついて興味深い解説をいただきました。その後、稲村の火の館（濱口梧陵記念館）に足を移し
ました。この濱口梧陵とは、１８５４年の安政地震津波の襲来により荒廃した村を、私財を投
げ打って復興事業を立ち上げ、生き残った人々の雇用と生活を守ったという人物です。尚、こ
ちらの記念館にて為になる言葉がございました。
津波てんでんこ
てんでんことは「各自』
「めいめい」とかを表します。
大災害の際は、取る物も取らず、肉親にも構わず、各自ばらばらに「自分の命を自分で守る」
という事です。津波の部分を命に置き換え「命てんでんこ」になります。

避難三原則
「想定にとらわれるな」
「最善を尽くせ」
「率先避難者たれ」
人はどうしても過去の経験から判断を下しますが、大災害の際はそれが命取りにつながります、
想定を超えるからです。より安全な状況を選べるのなら、迷わずに行動をおこしましょう。あ
らかじめ家族間で避難場所等を決めておくこと、いざ大災害が起きたら家族を信じて逃げるこ
とが大切です。そして、自分が助かり他人を助けられなくてもそれを非難しないという風土が
大切です。
最終日は観光組・ゴルフ組と分かれたスケジュールとなりました、この後、船木さんよりゴ
ルフエピソードがあるかと思います。観光組は日本一の生産量を誇る、梅の中田食品工場を訪
問し、最先端と手作業を組み合わせた生産体制を見学しました。その後は景勝地の千畳敷・三
段壁・円月島で素晴らしい眺めを楽しみ、最終観光地のとれとれ市場は大変な賑わいで活気を
体感しました。また、バスガイドのお姉さんが鹿児島出身という事もあり、終始いい雰囲気で
三日間を終える事が出来たと思います。
さて、多大なおもてなしを受けた訳ですが、いよいよ３月は、西クラブ４０周年です。御坊
南ＲＣ・東蔚山ＲＣ、２７３０地区内外からたくさんの方々がいらっしゃいます。私達も一致
団結してお迎えする体制を作り上げていきたいと思いますので、皆さまのご理解、ご協力の程
よろしくお願い申し上げます。最後にこの後、船木さんが卓話にて私にまつわるエピソードを
おっしゃるかもしれません・・・ですが事実を基に作成されたフィクションですので登場人物
には起因いたしません。その部分に関しては話し半分で聴いて頂ければ幸いです。

