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平成２８年８月２４日

点鐘

合唱
ゲスト

それでこそロータリー
国際ロータリー第 2730 地区
ガバナー 大重 勝弘 様
（指宿 RC）
宮崎県西部分区ガバナー補佐
池井 俊彦 様
（小林 RC）

□会長の時間

小坂 泰一郎

皆さん こんにちは。
本日は、大重 勝弘ガバナーをお迎えしての公
式訪問です。大重 勝弘ガバナーようこそ都城西
ロータリークラブへお越し下さいました。また、
池井 俊彦ガバナー補佐、先日８月１０日のクラ
ブ協議会に続いての訪問ありがとうございます。
本日は、大重 勝弘ガバナーのガバナーアドレ
スをクラブ会員一同楽しみにしております。よろ
しくお願い致します。 例会終了後は記念写真撮
影、クラブフォーラムがありますから、クラブ
フォーラムまで全員参加していただけるようお
願い致します。
先週 ８月１８日の都城地区４ロータリークラ
ブ交流会では、昼間のゴルフコンペを含め、夜の
交流会にも多数の会員に参加していただきまし
た。ゴルフでは、優勝 中原八重子会員、準優勝 吉
原 信幸会員、第 3 位 棈松 豊治 会員、第４位
三坂 昭一会員と、都城西クラブが上位を独占し
ました。夜の交流会でも、徳重 幸男会員率いる
都城西クラブバンドの演奏で、吉元 鉄夫会員や
河中 功会員、そして当クラブ専属歌手３名の

女性会員に三坂 昭一 会員の踊りで、大いに盛
り上がりました。大重ガバナーの理念である
「ロータリーを楽しもう」を実践している当クラ
ブです。参加の皆様ありがとうございました。
先週末 ８月２０日・２１日は、第５１回インタ
ーアクト年次大会が 大重 勝弘ガバナー出席の
下インターアクター１２３名、学校関係者ロータ
リアンを含めて 208 名で行われました。
都城工業高校インターアクター９名も参加し
て、各校インターアクターとの交流を深めてまい
りました。９月７日の年次大会報告が楽しみで
す。また、都城西高インターアクターの熊本震災
地ボランティア報告もあわせて９月７日にして
いただきます。
以上、会長の時間でした。

□幹事報告

藤岡 成学

○大重ガバナー事務所…
① 地区大会 信任状 証明書
② 川内ローターアクトクラブと都城ローター
アクトクラブ
『アクトの日』 合同例会ご案内
9/18（日） 10:00～
場所：川内原子力発電所展示館の見学
午後からはレクレーションを企画
□クラブ報告
○来週 8/3１（水）特別休会
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※別紙に掲載しております。

●ニコニコ箱●

会員数
出免数

8/3
8/10

大重ガバナーアドレス

□ＳＡＡ報告
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前々回修正出席率

□本日のプログラム

棈松 井福 上田 大峯
河野 徳重 中原 中山
船木 前田 馬渡 三坂
吉元

鳥集 森山 吉元 萩原
永野 柳 中村 盛田 福本
福永（直）
大宅 永野 中村 柳 福本 盛田
福永（直）

□委員会報告

小坂泰一郎･･･大重 勝弘ガバナー、本日の公式訪問
ありがとうございました。
小坂泰一郎･･･池井ガバナー補佐、本日の公式訪問
ありがとうございました。
小坂泰一郎･･･草水 正義会員、長友 喜信会員、
髙橋 五男会員、クラブフォーラムでの
お話ありがとうございました。
藤岡 成学･･･大重ガバナー本日は有難うございます。
中原八重子･･･ゴルフ優勝しちゃいました。楽しいお酒
で酔ってしまいました。
中山 忠彦･･･大重ガバナー、池井ガバナー補佐 本日は
早い時間からお時間をいただき有難う
ございました。
外山 俊明･･･大重ガバナー公式訪問御苦労様です。
第３の人生の話、
大変勉強になりました。
馬渡 浩志･･･大重ガバナー、池井ガバナー補佐 本日は
ありがとうございます。また、良い話を
いただきありがとうございました。
●米山記念奨学会●
吉原 信幸･･･大重ガバナー公式訪問ありがとう
ございました。

◎今後のプログラム
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

●東 淑恵 会員
「創立４０周年記念誌が出来ました」
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ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金
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70,000
135,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

□本日のプログラム

大重 勝弘 ガバナー

◆ロータリーの例会 ◆
ロータリーの例会は、心を磨く自己研鑚の場であり、お互いの心を磨き合う
切磋琢磨の場である。だから、ロータリーの例会は「人作りの道場である」と言われ、米山梅
吉氏は「ロータリーの例会は人生の道場である」と言っている。
例会において、企業経営上の諸々の発想の交換、知恵の交換をし、そこで得た企業経営上の
知恵・所謂ノウハウを自分の企業に適用する。
例会に出席して、自己研鑚・切磋琢磨し企業経営上のアイディアの交換を行う。
「例会出席」が職業奉仕の出発点である。
※ 昨今のロータリーの例会は、単に食事を摂り 報告を聞き、卓話を聞いて帰っていく。企業
経営上の知恵の交換やアイディアの交換はなく、自己研鑚・切磋琢磨の意識もなくなっている。
例会出席が職業奉仕の意識をなくしている。
職業奉仕は「サービスの理念、サービスの心」をもって自分の事業を行うこと。
企業経営の発想の交換、知恵の交換
をし、自己研鑚・切磋琢磨
すること。

ロータリーに入ってサービスを学び
ロータリーの例会でサービスの心を育み
その育まれたサービスの心をもって、自分の事業を行う。

事業を行うことは、サービスを習うこと。
「職業奉仕」はロータリーの「金看板」である。
※ 自分の事業所を繁栄・発展させよう。
その為に職業奉仕を実践しましょう。
※ 毎例会に「職業奉仕の時間」を設ける。 １人５分×２名
回（報告）発表者を週報に記載する。

「分かりやすいロータリー」の DVD を
見ながら話をして頂きました。
「サービスの心」
「超我の奉仕とは」 など・・・
◆職業奉仕について◆

草水 正義 会員
「四つのテスト」が何よりも
大切。従業員をプロに育てる。

長友 喜信 会員
職業奉仕について
色々な意見を聞きたい。

髙橋 五男 会員
今年度の夏もの家電の
売行き。
テレビチューナーと
オリンピックについて。

中山 忠彦 会長エレクトより謝辞

