週報 第１９５７回

平成２８年１０月２６日

点鐘

合唱

手に手つないで

ゲスト 都城市北諸県郡医師会 都城市郡医師会病院
事務長 中野 光治 様
都城健康サービスセンター
事務長 吉山 政博 様

他４名

ビジター （記帳）
都城 RC～

三好 久夫、松尾
浩、渡瀬
登
木脇 義紹、佐々木慈舟、福澤 晃二
落合 精三、島津 久友、田中 穣弐
黒木由美子、竹濱 英人
都城北 RC～ 成田
博、中原 正暢
都城中央 RC～伊賀崎 繁、大塚 幸治、塩屋三智年
各氏

□会長の時間

小坂 泰一郎

皆さんこんにちは。
先週は、草水 正義 会員の米寿のお祝いに多く
の方の出席をいただき 大変ありがとうございま
した。宴の最後で、今迄聞いたことのない草水
正義 会員の歌、若いころ勤めておられた松下電
器の社歌を聞けたことは、驚きとともに大変嬉し
く思いました。２年後には天水 金作 会員が米寿
を迎えます。また、みんなでお祝いいたしましょ
う。
本日は、職場訪問例会です。新しくなった医師
会病院の説明・見学をさせていただきたいと思い
ます。
私がロータリークラブに入会したころに、前の
医師会病院の職場訪問を体験して、素晴らしい機
器がそろっているなぁと感銘をうけました。本日
はヘリポートも見せていただけるそうで、楽しみ
にしています。よろしくお願い致します。

ところで、先日都城工業高校デザイン科の菊池
則夫先生より連絡があり、有隣園へ贈る避難用乳
母車が近々完成するとのことです。
都城工業高校インターアクターのデザイン科のア
クターを中心に造った避難用乳母車、贈呈式の際
はぜひ皆さん御参加下さい。
最後に、本日も１１月１６日の献血についてお
話させていただきます。
昨日現在で、６３名の予定者を提出してもらっ
ています。まだ、計画の半分の数字です。名前や協
力の方のこられる時間がわからない会員は、人数
だけでも記入して１１月１日迄に送っていただき
たいと思います。協力よろしくお願い致します。
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ロータリーレート １１月１０２円 ＊現行１０
２円
②地区 フェイスブック 勉強会のご案内
11/27（日） 宮崎市 会場
吉野酒店ビル３
Ｆ
13:30～17:00
費用 無料
③なでしこ全体会 「講演会」 のご案内…
11/20（日）12:00～15:00 会費 2000 円
場所：東急ＲＥＩホテル
●鹿児島ロータリークラブ…
特別支援教育講演会（鹿児島大学教育学部との共
同
講演会）のご案内
「発達に障害のある子どもの支援における効果的な
ICT 活用法」 11/6（火） 9:30～
鹿児島大学教育学部 第１講棟 101 講義室

□クラブ報告
●前回 10/19 開催１１月定例理事会は定足数が足ら
ず 不成立となりました。11/2（水）11:30～ 中
山荘
エトワールにて 開催致します。
●11/7（月） ロータリー財団 100 周年
第１回検討委員会
対象：４ＲＣロータリー財団委員長
12:00 ロイヤル１Ｆよしや

鳥集 寿一 会員 あいさつ
※ 別紙にて掲載しております。

□出席報告
会員数
出免数

4５名
3名

出席数
出席率

３１名
73.81％

前々回修正出席率
前回修正出席率

10/12
10/19

80.95％
88.10％

届出無

上田 川畑 永野 中原 中村 萩原
福永（直） 福本 馬渡 柳 横山
なし

ＭＵ有会員
10/9
少年野球大会閉会式

上田 大宅 小俵 小坂 髙橋 高辺
中原 平川 藤岡 船木 森山 吉田

10/20 都城中央 RC

馬渡 瀬川 中原 上田

届出有

ＭＵ無会員（10/12） 河野 脇丸 永野 福本 福永（直）
川畑 柳 中村
要ＭＵ会員（10/19） 鎌田 河野 永野 中村 川畑

□委員会報告

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
小坂泰一郎･･･本日は、
都城健康サービスセンターの皆様
ありがとうございました。
長友 喜信･･･職業奉仕委員長ですが、
一切を鳥集さんに
お世話いただき有難うございます。
髙橋 五男･･･今日の職場訪問は、鳥集会員・吉原会員
には打合せで大変お世話になりました。
吉原 信幸･･･本日の職場訪問、
奉仕プロジェクト委員会
鳥集 寿一会員、
色々な打合せ等御苦労様
でした。
●米山記念奨学会●
小坂泰一郎･･･中原八重子担当委員長 頑張って下さい。
草水 正義･･･米寿のお祝いありがとうございました。

なし

□本日のプログラム

職 場 訪 問
都城健康サービスセンター

◎今後のプログラム
11/9
R 財団担当
11/16 社会奉仕担当
11/23 祝日休会
11/30 R 情報担当

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

会員卓話
献血例会
会員卓話

10/26
4,000

計
143,000

0
0
15,000
0

36,301
71,400
164,000
175,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男
奉仕プロジェクト
髙橋 五男 委員長 あいさつ

研修ホールにて例会を行いました。

司会進行は吉原 SAA

健康サービスセンターの方々 今日はよろしくお願いします

DVD 映像にて、施設の説明をしていただきました

いよいよ 館内見学です

夜間病棟や救急隊入口、検査室などを見学しました

最新の設備に目が釘づけです

ヘリポートにも案内していただきました

臨床検査室

貴重な体験が出来ました(*^_^*)

都城健康サービスの皆様、ありがとうございました。

