週報 第１９５５回

平成２８年１０月１２日
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奉仕の理想
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ビジター
なし
本日の司会進行
小俵 武 会員

□会長の時間

小坂 泰一郎

皆さんこんにちは。
前週土曜日は、都城北ロータリークラブ５０周年式典
に多くの方が出席いただき、ありがとうございました。
式典前の基調講演 宮崎大学長 池ノ上 克氏のお話
では、国際ロータリー財団奨学生として、その当時最
先端の技術をもつ南カリフォルニア大学医学部産婦人
科周産期医療部門に留学、その後鹿児島市立病院に帰
り、五つ子出産に立ち会ったとのこと。ロータリー財
団奨学生としての活躍を聞き、私達ロータリアンとし
まして大変うれしく思いました。ただ、一般の方々に
も呼び掛けをした割には来場者が少なく、せっかくの
講演少し淋しい気がしました。
１０月は、経済と地域社会の発展、及び米山月間と
なっております。ロータリー米山記念奨学会とは、日
本で初めてのロータリークラブ 東京ロータリークラ
ブのチャーターメンバーの米山 梅吉氏の多くの功績
の中で、アジアの留学生や国内の苦学生に無名で多額
の援助を惜しまなかった先生の遺徳を偲んで、東京ロ
ータリークラブが「米山基金」として始めた奨学事業
であります。本日のプログラムで、支援プログラム委
員会 前田 吉基委員長より卓話していただきます。
第 29 回都城西ＲＣ旗少年野球大会は、台風などで
日程が変更になり、どうにか１０月９日の日曜日１１
時３０分より３位決定戦、１３時３０分より決勝戦、
その後閉会式を行いました。終日雨が降り、会場も公
設市場・鷹尾球場が使えず急遽高城の室内球技場での
試合となりました。３位決定戦は、やっさ昴スポーツ
と西小野球チームの戦いで、西小野球チームが勝ち３
位となりました。そこで３位の表彰式を行ったのです
が、私が遅刻してしまい表彰式に間に合いませんでし

た。早く会場に着いていた平川会員、高辺会員、上田
会員、船木会員に無事表彰式を行っていただき 大変す
みませんでした。
決勝戦は、上長飯わかばと五十市タイガースで行わ
れ、２回裏に上長飯わかばが３点入れ五十市タイガー
ス今年はだめかと思われましたが、３回表１１点を入
れ 結局３対１１で五十市タイガースが優勝、上長飯わ
かばが準優勝となりました。閉会式には１２名の会員
の方が参加していただき ありがとうございました。
いよいよ来週は、外山 俊明プログラム担当が計画
していただいた夜間例会であります。今回は当クラブ
最高齢の草水 正義会員の米寿のお祝いを兼ねての例
会です。おおいに８８歳米寿をみんなでお祝いしまし
ょう。
以上会長の時間でした。

□幹事報告

藤岡 成学

●大重 勝弘ガバナー事務所…
①地区青少年交換委員長 戸高 望
２０１７－１８年度 派遣学生応募者説明会及び
選考会（ご案内）
日時 説明会 ２０１６年１０月２３日（日）
１３：００～１５：００
選考会 ２０１６年１１月２７日（日）
１３：００～１５：００
場所 国際ロータリー第２７３０地区 地区事務所
②第 4 期 RLI-2730 パートⅡのご案内
日時
平成 28 年 12 月 11 日 (日)
場所
鹿児島大学農学部共通棟 2 階
全体会議室（204 講義室）
□クラブ報告
●10/12（水）４ＲＣ４役会 18:30～ ロイヤル３Ｆ
●10/19（水）夜間親睦例会
中山荘
例会 18:30～
懇親会 19:00
会費 3000 円（当日徴収）
●10/19（水） １１月定例理事会
夜間親睦例会前
17:30～ 中山荘

□出席報告
会員数
出免数

4５名
3名

出席数
出席率

３０名
71.42％

88.10％
80.95％

前々回修正出席率

9/28

前回修正出席率

10/5

届出有

上田 河野 瀬川 中原 萩原 脇丸
永野
中村 福本 福永（直） 川畑 柳

届出無
ＭＵ有会員
10/8
都城北ＲＣ
５０周年式典

小坂
小俵
長友
三坂

藤岡
河中
中原
吉田

棈松 井福 上田 大峯
高橋 天水 徳重 外山
中山 萩原 東
前田
平川

10/9 都城西ＲＣ旗
少年野球大会 閉会式

上田 大宅 小俵 小坂 高橋 高辺
中原 平川 藤岡 船木 森山 吉田

10/11 都城北ＲＣ
ＭＵ無会員（9/28）

東
永野 中村 福本 福永（直） 川畑

要ＭＵ会員（10/5）

河野 脇丸 中村 福本 川畑 柳
盛田 福永（直）

□委員会報告

皆勤賞 １９ヶ年 吉原 信幸 会員

□本日のプログラム

米山担当

支援プログラム委員会

前田 吉基 委員長 卓話

・米山記念設立のビデオ放映
・よねやま親善大使 于咏さんについて

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
小坂泰一郎･･･前田 吉基支援プログラム委員長
卓話ありがとうございました。
小俵
武･･･久し振りの進行係 おそまつでした。少々
吉原 信幸･･･皆勤賞をいただきました。あと１年で
ロータリー成人式を迎えます。
頑張ります
先週土･日･月曜日と社会人の娘が久留米
で行われた九州山口９人制バレーボール
九州大会で見事１セットも落とさず完全
優勝しました。
感動をありがとう！で少々
高辺 晃也･･･少年野球大会が無事閉会した事を嬉しく
思います。交流戦が無かったのは残念
でしたが･･･
●米山記念奨学会●
小坂泰一郎･･･米山奨学会担当の中原八重子さん
よろしくお願い致します。
藤岡 成学･･･米山記念奨学会へ
井福 博文･･･前田会員お疲れ様です。
前田 吉基･･･米山記念奨学会へのご理解ご協力を
宜しくお願い申し上げます。
盛田 祐一･･･前田委員長ご苦労様です！
吉原 信幸･･･前田支援プログラム委員長、今日は
ご苦労様です。
中山 忠彦･･･前田さん さすが直前幹事ですね。
高辺 晃也･･･米山記念奨学会へ
平川 靖三･･･米山記念奨学会へ。少しですが
大峯
学･･･米山記念奨学会へ

◎今後のプログラム
10/26 職場訪問
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

（職業奉仕）
10/12
5,000

計
132,000

2,609
0
54,000
0

33,528
71,400
149,000
175,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

