週報 第１９４８回

点鐘

平成２８年８月１７日

今週の 8 月２０日土曜日、21 日 日曜日は、
第５１回インターアクト年次大会にインターア
合唱
手に手つないで
クト担当 東 淑恵 会員と外山 俊明 会員、私
３名が参加してきます。
ゲスト及びビジター なし
都城西校インターアクト生は試験の為参加で
きませんが、都城工業高校インターアクト生９名
本日の司会者
が参加いたします。主管高校は鶴翔高校で川内市
立「少年自然の家」でおこなわれます。今回は「自
草水 正義 会員
然とともに」をテーマにこころ・つなぐ・行動を
主にインターアクトを楽しみ、親睦を深めること
ができる大会にしたいとの事です。９月７日の例
会にて、年次大会報告をしていただきます。
いよいよ来週は 大重 勝弘ガバナー公式訪問
です。例会は通常通り 12:30～13:30 ですが、
その後記念写真、クラブフォーラムがあります。
□会長の時間
小坂 泰一郎 ＭＵにもなるクラブフォーラムに全員参加して
いただけるようお願い致します。特にここ１年以
みなさん こんにちは。
内の新入会員の方は参加ください。よろしく御願
毎日暑い日が続きますが、テレビ中継も熱くなっ い致します。
ております。真夜中から早朝にかけてはリオのオ
以上 会長の時間でした。
リンピック中継、昼間は高校野球中継、寝るひま
がありません。日南学園１６０ｃｍの森山投手
抜群の制球力で今日の３回戦も勝っていただき
たいです。
明日は、本年度の４クラブ交流会です。今迄、
交流会は１０月ごろ行われ毎回北クラブ担当と
なっておりました為、今年より各クラブ持ち回り
となり、本年度は都城中央クラブが担当いたしま
す。昼間は、４クラブ合同のゴルフコンペも企画
しているそうです。夜の交流会は、都城中央クラ
ブ例会としておこなうそうで ＭＵ対象です。多
くの参加者で交流を楽しんでいただきたいと思
っております。もちろん、当クラブバンドと当ク
ラブ歌手が多数出演いたします。楽しみにして下
さい。

□幹事報告

藤岡 成学

□本日のプログラム

●都城北ＲＣ…創立５０周年記念式典のご案内
10/8（土）受付 13:30～
基調講演 14:00～ 記念講演 15:25～
式 典 17:00～ 都城市総合文化ホール
祝賀会 18:00～ ロイヤル
●大重ガバナー事務所…
国際ロータリー2016年
規定審議会決定報告書 の送付
□クラブ報告
●来週 8/24（水）大重 勝弘ガバナー公式訪問
例会 12:30～13:30
クラブフォーラム 13:50～14:50

●8/18（木）４ＲＣ交流会
19:00～ ビアホール昭和屋
ゴルフ ： リージェントＣＣ
8:20 集合
●8/24（水）大重ガバナーを囲んで懇親会
対象：４ＲＣ４役 地区役員 18:00 メイン

□出席報告
会員数
出免数

4３名
3名

出席数
出席率

２４名
60.00％

前々回修正出席率

8/3

前回修正出席率

8/10

届出有

大宅
小俵
中村
船木

届出無

85.00％
85.00％

徳重 萩原 森山 鳥集 小田
永野 東
盛田 福本 福永（直）柳
馬渡

ＭＵ有会員
8/12 都城ＲＣ

鳥集 吉元 瀬川 萩原

8/17 都城北ＲＣ

小俵 萩原
大宅 東 中村 盛田 福本
福永（直）

ＭＵ無会員
（8/3）
要ＭＵ会員
（8/10）

別紙に掲載しております。

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
小坂泰一郎･･･草水 正義 会員、司会ありがとう
ございました。
小坂泰一郎･･･瀬川 政光 会員 卓話ありがとう
ございました。彼女早くできると
いいですね。
小坂泰一郎･･･吉田 努 会員 卓話ありがとう
ございました。今日の日南学園戦
が楽しく観戦出来ます。
吉原 信幸･･･いつも進行をお願いしておりますが
皆さんこれからもお声かけします
ので、心良くお受け下さい。
草水先輩今日はありがとうござい
ました。
外山 俊明･･･瀬川さん 本日卓話ありがとう
ございました。ピンチヒッターの
の吉田さんもありがとうございます。
（プログラム委員長より）
瀬川 政光･･･卓話をさせていただき、ありがとう
ございました。

◎今後のプログラム
8/31
特別休会①
9/7
ＩＡ助成金授与・年次大会報告
9/14
各委員会フォーラム
9/21
会員卓話
9/28
少年野球大会報告

永野 柳 中村 盛田 福本
福永（直）

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

8/10
10,000

計
67,000

2,073
0
10,000
0

15,107
40,800
60,000
135,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

39 ヶ年 河中 功 会員

□本日のプログラム

瀬川 政光 会員

昨年の７月に入会し、１年と１か月経ちました。
昭和５３年９月に生まれ 現在３７歳独身です。
小学生から９年間バレーボールをやっていました。
趣味はＤＶＤ観賞です。
中山荘には１５年前に入社し、最初に担当した宴会が
都城西ロータリークラブの例会でした。現在は、ブライダル担当として仕事をしております。
初心にかえって仕事をするようにこころがけています。楽しい例会を皆さんと一緒につくり
あげていきたいです。最近 例会が楽しみになってきました。
これからも、よろしくお願い致します。

吉田 努 会員
「野球好きの吉田が話をします」
日南学園の投手 森山君は、五十市小 平塚出身です。
身長は１６０㎝ですが、小学校の頃からマラソン大会は
負けたことがありません。体は小さいのですが、素晴らし
いスタミナの持ち主です。
彼の特徴はコントロールの良さです。まず、外角にボールを投げ、どこがストライク
なのか審判の癖を試してきます。きわどい所がボールと判定されると、次はボール半分
内側に投げこんできます。本日の試合が大変楽しみです。
全国大会で優勝がない県は全国で４つ、九州では宮崎県だけです。
河野知事は、本件から優勝チームを出すと宣言しました。ぜひ実現できればと思います。

2016-2017 年度 地区大会 10/1（土） 第一本会議 会場：指宿市民会館 大ホール
ＳＡＡ 指宿ロータリ
ークラブ
下温湯正弘・
11:20 オープニングセレモニー
「観光指宿紹介」
10:00
11:30 受付開始
オープニングセレモニー 「ストリートチルドレン」
11:20
「観光指宿紹介」
11:50 オープニングセレモニー
開会告知
11:30 オープニングセレモニー
「ストリートチルドレン」
ＲＩ会長代理入場
11:50 開会告知
来賓入場
ＲＩ会長代理入場
ガバナー補佐並びに地区内クラブ紹介
来賓入場
ガバナー補佐並びに地区内クラブ紹介
12:20 開会挨拶
12:20
12:25 開会挨拶
点 鐘

地区大会実行委員会委員長 京田 親志
地区大会実行委員会委員長
ガバナー 大重 京田
勝弘 親

志

ＲＩ会長代理国国歌斉唱
12:25 点ゲスト国韓国国歌斉唱
鐘
弘

ガバナー 大重 勝

日本国国歌斉唱
ＲＩ会長代理国国歌斉唱
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ゲスト国韓国国歌斉唱

12:40 日本国国歌斉唱
ＲＩ会長代理ご夫妻紹介
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
来賓並びに特別参加者紹介
12:40
13:00 ＲＩ会長代理ご夫妻紹介
物故会員に黙祷
弘
13:10 来賓並びに特別参加者紹介
ホストクラブ歓迎挨拶
弘
来賓祝辞 来賓祝辞

ガバナー 大重 勝弘
ガバナー 大重 勝弘
ガバナー 大重 勝
ガバナー
大重要勝
指宿ロータリークラブ会長
田原迫
鹿児島県知事 三反園 訓

13:00 物故会員に黙祷
来賓祝辞
13:10 ホストクラブ歓迎挨拶
ＲＩ第３６６１地区ガバナー挨拶

指宿市長 豊留 悦男
指宿ロータリークラブ会長 田原迫
ＲＩ第３６６１地区ガバナー

要

ＲＩ第３７２０地区ガバナー
鹿児島県知事 三反園

ＲＩ第３７２０地区ガバナー挨拶
来賓祝辞 来賓祝辞

訓
13:40 ガバナー挨拶並びにアドレス
来賓祝辞
13:55 ＲＩ会長代理挨拶並びにアドレス

ガバナー

大重 勝弘
ＲＩ会長代理指宿市長 豊留

悦男
14:20 各種表彰
14:50 休 憩

ＲＩ第３６６１地区ガバナー挨拶

ＲＩ第３７２０地区ガバナー挨拶
15:05 基調講演「国際ロータリー財団奨学生、その後」
13:40 ガバナー挨拶並びにアドレス
弘
16:05 大会決議等採択
13:55 ＲＩ会長代理挨拶並びにアドレス
ガバナー指名委員会報告
14:20 各種表彰
その他報告
14:50
休 憩
16:15 米山奨学生紹介挨拶
雄
16:25 交換留学生紹介挨拶

ＲＩ第３６６１地区ガバナー
直前ガバナー
ＲＩ第３７２０地区ガバナー
宮崎大学長

野中 玄雄

池ノ上 克氏
ガバナー
大重 勝

大会決議委員会委員長・ＰＧ
ＲＩ会長代理
ガバナー指名委員会委員長・ＰＧ

直前ガバナー 達富
野中 脩
玄
米山記念奨学会部門部門長

奉仕プロジェクト部門 青少年交換委員会委員長
15:05 基調講演「国際ロータリー財団奨学生、その後」
宮崎大学長
氏
16:35 ガバナーエレクト紹介
ガバナーエレクト挨拶
次期ガバナー補佐紹介
16:05
17：00大会決議等採択
次期地区大会ＰＲ
17:10 ガバナー指名委員会報告
閉会・点鐘
基

長峯 基

ガバナー
ガバナーエレクト

戸高 望
池ノ上 克
大重 勝弘
押川 弘巳

ガバナーエレクト 押川 弘巳
大会決議委員会委員長・ＰＧ
ガバナー指名委員会委員長・ＰＧ
長峯
ガバナー 大重 勝弘

その他報告
16:15 米山奨学生紹介挨拶

米山記念奨学会部門部門長

達富

