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平成２９年３月８日

●点鐘
●合唱

君が代 ・ 奉仕の理想

●ゲスト 宮崎県立都城農業高等学校
教諭 西岡 哉美様
温水 麻菜美さん
宮崎県立都城西高等学校
池田 真乃花さん
株式会社 セキュリティサービス
八久保 伸宏 様
川久保 諒大 様

□会長の時間

小坂泰一郎

皆さんこんにちは。本日は教育振興基金奨学生
お２人のお礼のあいさつと、１月２２日に開催さ
れたＲＹＬＡに参加されたセキュリティサービ
スのお２人の方に発表をしていただきます。後程
よろしくお願い致します。
先日のＩＭにおいては、講演会に１２０名近く
の方が出席、その後の懇親会にも約７０名の参加
をいただき、なかなか会う機会のない 西部分区
８クラブの親睦がはかられたのではと思います。
「職業奉仕の理念で年商１０億円」との演題での
インターシティミーティング、皆様どうでしたで
しょうか。ロータリー特有の言葉である職業奉仕
は、思いやりの心を持って相手の為に一生懸命に
尽くす心を持って、自分の職業を行って自分の職
業を立派に繁栄・発展させることです。
素晴らしい職業奉仕を実践されている講師の
久保田 茂さんのお話に大変感銘を受けました。

また、懇親会会場でのオープニングにおきまし
て、シンガーソングライターの山口 ひかるさん
の素敵な歌声に、大重 勝弘ガバナーはじめ、会
場のみんなが聞き入っていました。吉原実行委員
長、素晴らしい方を探して来ていただき 大変あ
りがとうございました。 大重 勝弘ガバナー、
堀之内 茂 地区幹事、池井 俊彦ガバナー補佐も
二次会までおつき合いいただき、後日 池井 俊彦
ガバナー補佐から、ＩＭ御陰様で無事おわりまし
た。ホストクラブが都城西クラブで本当に良かっ
たと感謝しています。会員に皆様にもよろしくお
伝え下さいとの連絡をいただきました。吉原 信
幸実行委員長はじめ会員の皆様、本当に御協力あ
りがとうございました。
また２月２２日には、会員増強委員会による本
年度２回目の情報集会が開催され、４名の３年未
満の会員の方が委員会の講習を受けました。新会
員の皆さんもロータリーの事について、少しは理
解されたことと思います。増強委員会の皆さんあ
りがとうございました。
さて、いよいよ今週の日曜日 ３月１２日は、
都城地区４ロータリークラブ合同でのロータリー
財団１００周年記念イベントとして、霧の蔵ファ
クトリーガーデンで行われる、ボランティアフェ
スティバル２０１７で、２つのブースで財団の歩
みの展示パネルやバザー、綿菓子の販売をして、
益金を財団に全額寄付いたします。４クラブの会
員の皆様全員より１品以上の品物提供のご協力お
願いしていますが、現在西クラブはとても品物の
集まりが悪いです。３月１０日（金）までにロー
タリー事務局、または中山荘の方へお持ちくださ
いますようよろしくお願い致します。
また、当時のお手伝いの協力もまだまだたりま
せん。少しの時間でも来場いただければＭＵにな
りますので、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

●都城西ロータリークラブ…ＩＭ ご協力お礼
●大重ガバナー事務所…
① 地区職業部門長 成松 政昭氏…
「私の職業奉仕」の原稿依頼
対象…地区全会員に募集
締切 5/31
② ロータリーレート ３月 １１６円
＊現行１１６円
③ 地区拡大・増強部門長 鳥山
浩氏…
長峯ＰＧ ・ 2015-16・2016-17・
2017-18 年度ガバナー補佐にて
「新クラブ結成チーム メンバー選定」のご案内
④ 書き損じはがき回収（送付）報告のお願い
⑤ 地区職業奉仕研修セミナー ご案内
4/22（土）10:30～12:30 鹿児島空港ホテル
対象者：会長 幹事 職業奉仕委員長
⑥ ロータリーの友 地区代表委員 祝迫 哲也氏
…各クラブ現状報告のお願い
⑦ ガバナー月信 ３月号

２１ヶ年
１０ヶ年
２ヶ年

吉田
努 会員
平川 靖三 会員
前田 吉基 会員

□本日のプログラム
●ロータリーの友 ３月号

教育振興基金 奨学生あいさつ
ＲＹＬＡ 報告

□出席報告
会員数
出免数

4６名
3名

出席数
出席率

30 名
69.76％

83.72％
特別休会

前々回修正出席率

2/25

前回修正出席率

3/1

届出有
届出無

永野 重城 小俵 草水 脇丸

ＭＵ有会員
3/4 ＰＥＴＳ
3/6
教育振興基金ｾﾐﾅｰ
ＭＵ無会員（2/25）
要ＭＵ会員（3/1）

別紙に掲載しております。

□ＳＡＡ報告
別紙に掲載しております。

中村 盛田 鳥集 福本 船木 川畑
福永（直） 柳
中山 小坂

小坂 藤岡 中山 外山 前田 井福 徳重
川畑 草水 重城 中村 福本
船木 柳
特別休会

◎今後のプログラム 予定
3/22
東蔚山ＲＣ訪問報告
3/29
インターアクト年間活動報告
4/5
観桜会

□委員会報告
★吉原 信幸 ＩＭ実行委員長

お礼
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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

教育振興基金 奨学生あいさつ

奉仕プロジェクト
前田 吉基 委員長 挨拶

ＲＹＬＡ 報告

青少年奉仕 担当
森山謙太郎 会員 紹介

都城西高校
池田 真乃花さん

都城農業高校
温水 麻菜美さん

１月２２日（日） 「リーダーシップスキルとは？」をテ
ーマに、宮崎県南部・西部分区ＲＹＬＡが開催されました。
（ホスト：日南ＲＣ）

(株)セキュリティサービス
八久保 伸宏 様

小坂会長より、終了証の授与

川久保 諒大 様

お疲れ様でした(*^_^*)

馬渡 浩志 会員 挨拶・お礼

教育振興基金 理事 井福 博文 会員

□ＳＡＡ報告

●ニコニコ箱●
小坂泰一郎･･･教育振興基金 奨学生のお２人、ありがとうございました。
小坂泰一郎･･･ＲＹＬＡ参加のお２人ありがとうございました。
リーダーシップを発揮して下さい。
小坂泰一郎･･･2/25 ＩＭ参加協力、ありがとうございました。
藤岡 成学･･･ＩＭお疲れ様でした。
吉田
努･･･ゴルフコンペで優勝しました。皆勤賞を頂きありがとうございます。
吉原 信幸･･･先月２５日に行われたＩＭ、皆様方のご協力ありがとうございました。
これで実行委員長の役を降りる事ができます。
馬渡 浩志･･･今日は弊社社員をライラ報告させて頂き有り難うございました。
勉強になりました。
前田 吉基･･･温水 麻菜美さん、池田 麻乃花さん、素晴らしいあいさつでした。
ありがとうございます。お２人の輝かしい未来をお祈りします。

●教育振興基金●
井福 博文･･･温水 麻菜美さん、池田 麻乃花さん 卒業おめでとうございます。
活躍を願っています。
徳重 幸男･･･これからも頑張って下さい。
平川 靖三･･･１０年という節目の皆勤賞を頂きました。皆様のおかげです。

