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点鐘

平成２８年７月６日

今年で３１年を迎えることになります。
２０１６年１月にはポリオの患者が全世界で０とな
合唱
君が代 ・ 奉仕の理想
り、喜んでいたのですが、２０１６年３月２３日現在
のポリオ患者数は、パキスタンに７名・アフガニスタ
ビジター
都城北～ 樋口 正義氏
ンに１名の計８名です。
ポリオは感染しても発病しない人がいるので、その間
もワクチンの授与を続ける必要があります。ポリオ患
□会長の時間
小坂 泰一郎 者がいなくなった後、３年間新たに発生がなければ
「ポリオ撲滅宣言」が出来ます。これは「天然痘の
みなさん こんにちは。
2016-2017 年度 都城西ロータリークラブ４２ 撲滅宣言」以来、人類にとっての快挙となります。ポ
リオプラス活動も最終段階を迎えています。みなさん
代会長を仰せつかりました。
１２年前に同級生の小田 賢一会員、髙橋 五男会 の協力により「ポリオ撲滅宣言」が早く出来ることを
員より都城西クラブへの入会のお話をいただき、平成 楽しみにしています。
以上、会長の時間でした。
１６年９月１日に当時の３０代久保 義春会長の下、入
会させていただきました。
その時のクラブテーマが「ロータリーを楽しもう」
でありました。奇しくも本年度の２７３０地区大重 □幹事報告
藤岡 成学
勝弘ガバナーのガバナー理念も「ロータリーを楽しも ●大重ガバナー事務所…
う」であります。大いにロータリーの楽しみが感じら
①大重ガバナー事務所開設のお知らせ
れるクラブになるよう微力ながら頑張っていきたいと
②7 月 ロータリーレート 102 円に修正のご案内
思います。どうか御指導、御協力よろしくお願い致し
＊現行 106 円
ます。
③ガバナー月信 ７月号
さて、本年度のＲＩ会長 ジョン・ジャーム氏はアメ
④地区役員並びに地区委員委嘱状送付のご案内
リカテネシー州のチャタヌーガロータリークラブの会
⑤広報・公共イメージ アピールポスター
員で、職業はエンジニアリングのコンサルティング会
⑥地区ロータリー財団補助金管理セミナー開催の
社の取締役会長 及び 最高経営責任者であります。昨
ご案内
年迄はＲＩのポリオプラス委員長をされていて、ポリ
⑦第 51 回インターアクト年次大会開催のご案内
オプラスに対する思い入れは特に強く、又大きく感じ
8/20（土） 11:00 受付
ます。
8/21（日） 11:30 迄
本年度のＲＩの最重点項目にポリオ撲滅の達成をか
薩摩川内市立少年自然の家
かげております。
●2015-16 年度野中ガバナー事務所…
１９７９年（３７年前）
、フィリピンの子供達にポリオ
事務所閉鎖のお知らせ
予防接種を始めて以来、１２２ヶ国２０億人の子供に
●ロータリーの友 ７月号
ポリオ予防接種を行ってきました。当時ポリオ患者は
●鹿児島城西ＲＣ…
５０万人おり、その４５％がフィリピンに集中してい
創立３０周年記念式典・プロバスクラブ
ました。フィリピンからの要請を受け、５ヶ年計画で
創立２０周年のご案内 9/3（土）
６００万人の子供にポリオ予防接種を行い、その活動
鹿児島東急ＲＥＩホテル 受付 14:30
が成功しました。 これに続きポリオプラス計画は、
記念講演 15:30
講師 第１５代沈壽官
１９８５年ロータリー創立８０周年を期に開始され、

□クラブ報告
●2016-17 年度 会員名簿を回覧しています。
訂正のある方はご記入下さい。
●7/13（水） 前年度監査
例会終了後
●7/20（水）８月定例理事会
例会前 １１：００～ エトワール
●7/20（水） 決算理事会
例会終了後

□出席報告
会員数
出免数

4３名
3名

出席数
出席率

336 名
82.50％

100％

前々回修正出席率

6/22

２週連続 100％
達成です！！

前回修正出席率

6/29

87.50％

届出有
届出無

大宅 河野 永野 萩原 脇丸 柳
中村

柳

福永（直）

ＭＵ有会員
6/30 都城中央ＲＣ

福本 鳥集 井福 永野 萩原 馬渡

7/5

鎌田
なし

都城北ＲＣ

ＭＵ無会員
（6/22）
要ＭＵ会員
（6/２9）

長友 喜信･･･小坂 藤岡年度の船出を祝して。
髙橋 五男･･･小坂会長 藤岡幹事 一年間頑張って下さい。
鎌田 博文･･･小坂会長さん 藤岡幹事さん よろしく
お願いします。
外山 俊明･･･新年度 小坂泰一郎会・藤岡幹事年度の成功
を祈念して。
小俵
武･･･小坂丸の出航を祝って。藤岡幹事、小坂丸の
舵取りを楽しんで下さい。少々
鳥集 寿一･･･小坂 藤岡号の船出を祝して。
徳重 幸男･･･小坂会長 藤岡幹事の船出おめでとう
ございます。後悔のない航海を祝ってます。
中原八重子･･･小坂さん 藤岡さん宜しくお願いします。
吉田
努･･･小坂会長 藤岡幹事 頑張って下さい。
棈松 豊治･･･今期は献血を行いますので、協力を
お願いします。
福永
忍･･･小坂 藤岡年度の門出を祝して。
三坂 昭一･･･小坂会長 藤岡幹事の就任を祝して。
河中
功･･･小坂さん、健康に留意して活動して下さい。
福本
晃･･･新会長・幹事お疲れ様です。影ながら応援
しています。準々会員より。
吉原 信幸･･･小坂泰一郎会長・藤岡成学幹事１年間頑張っ
て下さい。私ＳＡＡとして１年間楽しい例会
になる様頑張ります。
大峯
学･･･新会長・幹事の「ケンコー」をひたすら
祈ります。
井福 博文･･･小坂・藤岡丸の船出を祝して。
前田 吉基･･･小坂会長・藤岡幹事年度の船出を祝して。
前田 吉基･･･先日は慰労会を開催していただきまして
ありがとうございました。
平川 靖三･･･一年間よろしくお願いします。

福本 永野 中村 柳 森山

□委員会報告
●フェローシップ担当 馬渡 浩志 会員
納涼例会 打ち合わせの件について

●ロータリー財団●
小坂泰一郎・草水 正義・高辺 晃也・永野修一郎
●米山記念奨学会●
小坂泰一郎・草水 正義・永野修一郎
●教育振興基金●
小坂泰一郎・草水 正義・永野修一郎

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
樋口 正義（都城北）･･･今年もＭＵよろしくお願い
致します。
小坂泰一郎･･･１年間 御指導、御協力よろしくお願い
致します。
藤岡 成学･･･１年間よろしくお願いいたします。
上田やよい･･･小坂会長 藤岡幹事 頑張って下さい。
高辺 晃也･･･小坂会長 藤岡幹事 今年度よろしくお願い
します。
瀬川 政光･･･小坂会長 藤岡幹事 皆様一年間よろしく
お願い致します。
小田 賢一･･･小坂会長 藤岡幹事１年間身体に気を付けて
頑張って下さい。
天水 金作･･･小坂・藤岡年度の船出を祝して。
木佐貫鐵蔵･･･吉田・前田丸 一年間ご苦労様でした。
木佐貫鐵蔵･･･小坂会長 藤岡幹事 役員の皆様 １年間
宜しくお願い致します。

◎今後のプログラム
7/20
各委員会事業計画発表
7/27
納涼例会

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

7/6
34,000

計
34,000

2,400
40,800
30,000
30,000

2,400
40,800
30,000
30,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

■□ 感謝状 贈呈・会長 幹事バッジ交換 □■

吉田直前会長 → 小坂会長
前田直前幹事 → 藤岡幹事へバッジを引き継ぎ、感謝状を贈呈しました。
１年間 お疲れ様でした(^^)

■□ 出向者 伝達式 □■
＊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
徳重 幸男 会員
福本
晃 会員
＊地区インターアクト委員会 小坂泰一郎会長
１年間 よろしくお願い致します！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□本日のプログラム

会長 幹事 就任挨拶
小坂 泰一郎 会長
まず、昨年度４１代会長を努めていただいた吉田 努会員、
４１代幹事を務めていただいた前田 吉基会員、大変ご苦
労様でした。ＣＬＰを導入され新しい組織を組み、ＳＡＡを
本来の場内監督としての役目としていき、毎週の例会司会
を会員のみなさん全員で行っていきました。
又、２ヶ月ごとに委員会協議会例会を行い、委員会ごとの
結束につながりました。一年間とても素晴らしいクラブ運営をされました。
本年度も昨年度のクラブ運営を継承して、藤岡 成学幹事とがんばっていきます。ただ、前
会長・前幹事二人の大役を終えてのすがすがしい顔を見ているのは嫌ですけど。
さて、本年度のＲＩテーマは「人類に奉仕するロータリー」であります。ポール・ハリスが
１１１年前にロータリーを創設した目的は、価値観を分かち合える人を見つける事、誠実さ、
多様性、寛容、友情、平和を信じる人々と出会うことでした。

高い倫理基準は時代を超えた価値観であると信じる私達は、今も「四つのテスト」を掲げ、そ
してなによりもポール・ハリスが信じたのと同じように人生最大の目的は人類に奉仕すること
だと信じ、ジョン・ジャーム会長は２０１６-２０１７年度のロータリーのテーマは「人類に
奉仕するロータリー」といたしました。ＲＩ重点項目の「ポリオ撲滅の達成」については、会
長の時間でお話させていただきましたが、その他に「会員増強」
「ロータリー財団への寄付」
「公共性の認知度の向上」などがあげられております。各委員長さんを中心に御協力よろしく
お願い致します。特に本年度は、ロータリー財団設立１００周年の年なので、都城地区４クラ
ブでの記念事業を計画しています。又、都城西ロータリークラブとして２０１７年１月１１日
の４クラブ合同新年例会・２月に予定している宮崎県西部分区８クラブ合同でのインターシテ
ィミーティング（ＩＭ）の担当となっております。本年度のＩＭは２７３０地区統一でテーマ
を「職業奉仕の実践」と、講演者が株式会社クボタオートパーツ代表取締役 久保田 茂 氏と
決まっており、一般公開してほしいとのことです。実行委員会を立ち上げ検討していきたいと
思います。
そして、社会奉仕担当の棈松 豊治会員より提案されました、献血事業につきましても多く
の会員の賛同をいただき実施に向けていきたいと思います。
本年度も多くの事業をおこなっていきますが、会員皆様の御指導 御協力をよろしくお願い致
します。以上、会長就任挨拶とさせていただきます。

藤岡 成学 幹事
皆様こんにちは
都城西ロータリークラブ 第４２代幹事に就任しました
藤岡成学です。
私が都城西ロータリークラブに入会する機会を頂いたの
は、岡崎誠元会員との出会いでした。商工会議所主催の賀詞
交歓会で岡崎さんに、
「君はどこか団体組織に所属していま
すか？」と声をかけられました。
「どこにも所属しておりませ
ん。
」と答えると、すぐさま、
「それならロータリークラブに
入りなさい。
」と、お誘いいただいた事がきっかけとなりました。
その後、入会の話を忘れかけていた頃、電話を頂いて「今度の例会時に入会式を行います」
ということで、当時の例会場であった都城高等専門学校で、ロータリークラブに入会させてい
ただきました。
例会後、会員の方から「職場訪問先で入会式を行うことは初めてだ。
」と聞きました。このよ
うに、あっという間の入会でしたが、岡崎元会員の「決断」
、
「行動力」のおかげで、今日の自
分があるのだと感謝しております。
入会してからは、情報委員会の先輩会員から「入会後３年間は、100％の出席を目指せば、
その後も 100％の出席が継続出来ます。
」と教えられ努力してきました。仕事上、その他の事
情により、ホームクラブに出席できないときには、メーク・アップを繰り返してきました。そ
の結果でしょうか、入会後２年目で、メーク・アップ回数が一番多かった事で、
「メーク・アッ
プ賞」というものを、頂いてしまった思い出があります。
さて、本年度も CLP を導入して、クラグ活動を運営してまいります。
担当会員が中心となり、委員会メンバーをはじめ、都城西ロータリークラブ会員が一体となり、
ロータリー活動にご協力を頂きたいと思います。
本年度は、都城西ロータリークラブ担当の「４RC 合同新年例会、IM」
、及び姉妹クラブの
「東蔚山４０周年式典」等、多くの行事がございます。
「IM」においては、実行委員会を組織
し、無事成功に向けて、邁進したいと思いますので、皆様のご協力をお願い致します。
本年度の都城西ロータリークラブテーマ『次にむけて、楽しく、元気よく』のもと、小坂会
長の方針に沿って、活動をしてまいりますので、この１年間
皆様のご協力を重ねてお願い致します。
以上で幹事就任あいさつとさせて頂きます。有難うございました。

