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奉仕の理想
都城北～ 隅倉 啓造 氏
樋口 正義 氏

本日の進行

□会長の時間

大峯 学 会員

その後、リオデジャネイロ パラリンピック マラソ
ンで銀メダルの道下 美里さんの盲目の中での体験「自
分らしく生きる」の講演がありました。
また、青少年奉仕部門 各委員会の活動紹介もあり、
有意義な一日でありました。都城４クラブでもロータ
リー財団１００周年記念イベントを計画中でありま
す。大変楽しみであります。
以上、会長の時間でした。

小坂 泰一郎

皆さんこんにちは。
先週１１日の都城の４クラブによる合同新年例会で
は、早い時間から準備の為 多くの会員の方に来ていた
だき、１５０名近くの参加で無事終えることができま
した。皆さん本当にありあとうございました。特にジ
ャンカ馬の中で 前足と後ろ足を勤めた柳 顕彰 会員・
福永 直人 会員、汗びっしょりで頑張っていただき大
変うれしく思いました。
次はＩＭです。２月２５日まであと１ヶ月とちょっ
とです。明日、第１回目の実行委員会を１８時３０分
よりロータリー事務局にて行います。西クラブ全員の
協力のもとＩＭも 宮崎県西部分区８クラブの会員と
来られた一般の方が喜んで帰っていただけるよう頑張
りましょう。
さて 先日の１５日には、国際ロータリー第２７００
地区のロータリー財団１００周年を記念しての「青少
年交流フェスタ」に参加してまいりました。福岡のア
クロス福岡国際会議場で 523 名の参加で、世界の誰
かのために行動しよう～ 過去・現在、
そして未来へ ～
のテーマで、
青少年育成セミナーとして第 2680 地区
柏原ＲＣの坂東 隆弘さんの講演があり、
「青少年奉仕
の目的とは何か」の演台で、青少年指導において「さ
せる」
「指導する」
「教育する」はロータリーの青少年
奉仕ではありません。これはインターアクト、ロータ
ーアクト、青少年交換という青少年奉仕プログラム全
てに言えることで、
「自ら考えて行動する」を引き出さ
せること。そのために「気付かせる」
「見守る」そして
「勇気づけ」のプログラムを考え指導するべきだと話
されました。

□幹事報告

藤岡 成学

●大重ガバナー事務所…
①第４期 RLI-2730 パートⅡについて（再案内）
開催日時 平成 29 年 2 月 5 日(日) 10:00～17:00
登録開始 9:30～ 開催場所 鹿児島大学農学部共通棟
②地区クラブ研修委員会
「規定審議会の制定・決議事項とクラブの対応について」
研修セミナーの開催のご案内（開催日変更）
平成 29 年 2 月１９日（日） → 26 日（日）
＊受付開始 12：00～
研修会 13：00～16：50
懇話会 17：30～（※希望者のみ）
◇場
所：ホテルさつき苑
（鹿屋市西原 1-9-10
対象：次年度会長 幹事
③ＲＩ会長賞 受賞に向けてのクラブから推薦のご案内
●押川ガバナーエレクト事務所…
①2017-18 年度 地区役員ご就任のお願い
●鹿児島サザンウィンドＲＣ創立 20 周年記念式典
及び祝賀会の案内
４月 22 日(土)場所
鹿児島東急 REI ホテル
登録受付 14：00～
記念講演 15：00～15：50 講師：調所一郎氏
テーマ「刀と日本語」
記念式典
16：30～17：20
祝 賀 会
18：00～19：50
登 録 料
会員 10,000 円（同伴者 5,000 円）

□本日のプログラム

□出席報告
会員数
出免数

4６名
3名

出席数
出席率

30 名
69.76％

前々回修正出席率
前回修正出席率

1/4
1/11

平川 靖三 委員長 卓話

特別休会
90.70％

届出無

棈松 大宅 萩原 馬渡 森山 重城
草水 中村
柳 盛田 福永（直） 川畑

ＭＵ有会員
1/12
都城中央
1/13
都城
1/17
都城北
ＭＵ無会員（1/4）

小俵 森山 髙橋
馬渡 萩原 横山
棈松
特別休会

要ＭＵ会員（1/11）

鳥集 永野 三坂 脇丸

届出有

クラブ管理運営 委員会
雑誌会報・インターネット・広報 担当

◆ 皆勤賞 ◆

熊本地震と建築物、
保険について

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

□ＳＡＡ報告

２０ヶ年 髙橋 五男 会員
１２ヶ年 高辺 晃也 会員
１０ヶ年 上田やよい 会員

●ニコニコ箱●
樋口 正義（都城北）･･･今年もよろしく
髙橋 五男･･･河中会員に勧められ、２０年皆勤バッジ
を頂く事となりました。古株の仲間入り
ですかね。これからも頑張ります。
平川 靖三･･･新年例会 ご協力ありがとうございました
又、卓話も聴いていただきありがとう
ございます。
●米山記念奨学会●･･･髙橋 五男

◆ 都城地区ロータリークラブ
教育振興基金 表彰 ◆

●教育振興基金● ･･･髙橋 五男

◎今後のプログラム 予定
1/25
長友 喜信 職業奉仕委員長 卓話
2/1
ＩＭ打合せ

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

教育振興賞 ･･･小坂泰一郎 会長
教 育 賞 ･･･吉元 鉄夫 会員 他１９名
※ 皆様のご協力 ありがとうございました ※

1/18
4,000

計
197,000

2,413
0
5,000
5,000

54,766
281,100
234,000
215,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
徳重 幸男

