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本日の司会進行
天水 金作 会員

□会長の時間

小坂 泰一郎

皆さんこんにちは。
地区大会には、多くの方に参加をいただきあり
がとうございました。
昨日は、都城北ＲＣ創立５０周年記念碑除幕式
に参加してまいりました。記念事業として「１０
世紀の九州の官道と駅」のモニュメントを設置さ
れました。都城駅前に設置され１０世紀時代今の
都城駅が島津駅として始まった事がわかります。
１度見に行ってみてください。
地区大会で、例年最終日の第二本会議で発表さ
れる表彰の式典。本年度は第一本会議で行われ、
当クラブ関係では クラブ会長功績部門表彰で創
立以来青少年奉仕活動に積極的に取り組み、創立
４０周年記念事業として県立都城工業高校に都
城西クラブ２校目となるインターアクトクラブ
を設立し、同時に青少年育成資金も設立したこと
を評価され吉田 努直前会長が表彰されました。
また、地区活動功績部門でも、工業高校インタ
ーアクトクラブ提唱で都城西クラブが表彰され
ました。

永年在籍者表彰５０年以上で吉元 鉄夫会員、
永年皆勤表彰では、吉元 鉄夫会員を筆頭に６名
の方、クラブ例会出席高齢会員では、奄美クラブ
の９５歳の会員２名を筆頭に、当クラブでは８８
歳の草水 正義会員他３名の方が表彰されまし
た。のちほど表彰を行います。
最終日第二本会議の特別記念講演では、有森裕
子さんのお話を聞き、自分の生い立ちについて
や、ジョン・Ｆ・ケネディの妹のユーニス・ケネ
ディ・シュライバーさんが姉ローズマリーが知的
障害者だったこともあり、1962 年６月に自宅の
庭を開放して３５人の知的障害者らを招いてデ
イキャンプを実施して、水泳やサッカー、レクレ
ーションなどのプログラムを行い、これがきっか
けとなり 1968 年１２月に知的障害者のスポー
ツ祭典「スペシャルオリンピックス」を創設。
スペシャルオリンピックスとは知的発達障害の
ある人の自立を目的に、現在世界約 160 ヶ国が
加盟。障害のある人々120 万人と 100 万人を超
えるボランティアが活動に参加しているそうで
す。毎年いろんな国で大会が行われることから、
オリンピックスとの名称です。現在スペシャルオ
リンピックス日本理事長として活躍されている
有森裕子さん、熱く熱くお話されていました。
来年の地区大会は、宮崎北ＲＣの押川 弘己ガ
バナーのもと 2017 年９月 29 日、30 日、１０
月１日に宮崎市のシーガイアコンベンションセ
ンターにて行われます。来年も多くの参加者を期
待しております。特にここ２～３年の新入会員の
方にはぜひ参加して 2730 地区の多くのロータ
リアンと共に、地区大会の素晴らしい雰囲気を味
わっていただきたいと思います。
以上 会長の時間でした。

□幹事報告

藤岡 成学

●例会変更…
都城ＲＣ １０/１４（金）12:０0～13:０0
ﾒｲﾝﾎﾃﾙ ＊職場訪問の為

□委員会報告
社会奉仕担当
棈松 豊治 会員

●例会変更…
「献血の案内」
都城北ＲＣ １０/４ （火）12:０0～13:０0
ロイヤル ＊８日（土）へ変更
創立５０周年行事の為
都城北ＲＣ １０/１１（火）12:０0～13:０0
ロイヤル ＊特別休会の為
□本日のプログラム
●例会変更…
都城中央ＲＣ １０/１３（木）19:０0～20:０0
中山荘 ＊早朝例会の為
都城中央ＲＣ １０/２０（木）12:０0～13:０0
中山荘 ＊職場訪問の為
●大重 勝弘ガバナー事務所…
① ガバナー月信 １０月号

会長・幹事

地区大会報告
□ＳＡＡ報告
別紙に掲載しております。

●ロータリーの友 １０月号

□クラブ報告
●10/8（土）北ＲＣ 創立５０周年出欠確認表
●10/9（日）少年野球大会 閉会式

□出席報告
会員数
出免数

4５名
3名

出席数
出席率

28 名
66.67％

85.71％
83.33％

前回修正出席率

9/21
9/28

届出有

上田 大峯 河野 高辺 中原 脇丸

前々回修正出席率

届出無
ＭＵ有会員
10/1 地区大会

中村 福本 福永（直） 川畑 柳
船木 大宅 盛田
小坂 藤岡 井福 髙橋 徳重 外山
中原 中山 吉田 吉原 高辺 前田

10/4 都城北ＲＣ
ＭＵ無会員（9/21）

上田や 船木 萩原 大峯 吉元
中村 柳 福永 川畑 横山 盛田

要ＭＵ会員（9/28）

永野 大宅 中村 森山 福本 福永
川畑

◎今後のプログラム
10/19 懇親夜間例会 （プログラム）
10/26 職場訪問
（職業奉仕）

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

10/5
21,000

計
127,000

2,000
0
0
10,000

30,919
71,400
95,000
175,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

地区大会 表彰

吉元 鉄夫 会員
永年在籍表彰 （５０年）
永年皆勤表彰 （４４年）
クラブ例会出席高齢表彰

棈松 豊治 会員
永年皆勤表彰（３９年）

三坂 昭一 会員
永年皆勤表彰（３８年）

長友 喜信 会員
永年皆勤表彰（３０年）

草水 正義 会員
永年皆勤表彰 （37 年）
クラブ例会出席高齢表彰

河中
功 会員
永年皆勤表彰（３９年）

萩原 和洋 会員
永年皆勤表彰（３２年）

天水 金作 会員
クラブ例会出席高齢表彰

◆地区大会 報告

藤岡 成学 幹事

外山 俊明 幹事エレクト

吉原 信幸 ＳＡＡ

髙橋 五男 会員

井福 博文 副会長

第一本会議 各クラブ紹介にて

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
小坂泰一郎･･･地区大会参加の皆様 ありがとうございました。
小坂泰一郎･･･永年皆勤表彰の皆様 おめでとうございます。
小坂泰一郎･･･吉元 鉄夫会員５０年の永年在籍者表彰おめでとうございます。
小坂泰一郎･･･クラブ例会出席高齢者表彰の皆様おめでとうございます。
小坂泰一郎･･･10/9 少年野球大会多数参加よろしくお願い致します。
草水 正義･･･８８歳を祝って頂き有り難う御座います。
吉元 鉄夫･･･永年在籍者（５０年）表彰状をいただき感謝致します。
小俵
武･･･天水会員ＳＡＡお疲れ様でした。草水 正義先輩の表彰を祝って。少々。
三坂 昭一･･･３８年皆勤賞を頂いて！感謝。
河中
功･･･地区大会に欠席ながら皆勤の表彰を受けましたことに感謝。
藤岡 成学･･･外山会員・髙橋会員・吉原会員・井福会員 地区大会報告有難うございました。
棈松 豊治･･･永年皆勤賞をいただきました。
長友 喜信･･･３０年皆勤賞をいただきました。
萩原 和洋･･･地区から３２年の永年皆勤表彰を受けました。有難うございました。
●教育振興基金●

鎌田 博文 ・ 徳重 幸男

