
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱      それでこそロータリー 

 

●ゲスト      なし 

 

●ビジター     なし 

 

●本日の司会進行  ＳＡＡ 吉原 信幸 会員 
   

 

 

 

 

 

 

 

□会長の時間        小坂泰一郎 

 みなさんこんにちは。 

毎週皆さんの前で「会長の時間」をさせていただき

ましたが、本日で最後となりました。いざ最後だと、

今迄あれも話しておけばよかった、これも話しておけ

ばと後悔の念にかられています。本日久し振りに例会

出席された中村 七郎 会員、残念ながら今月をもっ

て勇退され、息子さんの中村 好輝さんと交代されま

す。それで、中村 七郎会員が３４代会長として活躍

された2008～2009年度週報を見せていただき、

毎週すばらしいことをはなされていることに感服いた

しました。 それに比べ、私の「会長の時間」昨年の 

ＰＥＴＳにて「会長の時間」ではいつもロータリーの

活動やロータリー情報など、ロータリーのことを端的

に話していくようにと言われて、毎回話してきました

が、中村 七郎 会員のお話に比べて見劣りするのは

否めません。 

また、河中 功 会員が常々、僕は話をするのが苦手

だったが西クラブの18代の会長を努めたことにより

話をすることが楽しくなり、いついかなる時もすぐ話

がうまく出来るようになったとおっしゃっていました

が 

１年間私も会長を努めてきましたが、最後までつたな

い話しか出来ずに大変すみませんでした。そんな私に

一年間御協力いただきました。会員の皆さん本当にあ

りがとうございました。 

また、事務局の本山 恵子さん、飛松 麻衣さんに

は１年間御指導、御協力をいただき大変ありがとうご

ざいました。特に、パソコンを使えない私の会長の時

間の原稿を毎週打ち直して週報を作り上げていただ

き、とてもうれしく思いました。どうもありがとうご

ざいました。 

 以上、会長の時間でした。 

 

 

□幹事報告        藤岡 成学 
●大重ガバナー事務所･･･ 

 スリランカ洪水に対する義捐金のお願い 

  （任意ご協力） 

 

 

□出席報告 
会員数      4５名 

出免数       ４名 

出席数      ３４名 

出席率    82.93％ 

前々回修正出席率 6/14   100％ 

前回修正出席率 6/21 90.24％ 

届出有 河中 脇丸 鳥集      

届出無 河野 柳 福本 川畑 

ＭＵ有会員 

6/19 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ 

 

6/22 都城中央 

 

6/23 都城 

 

中原   

 

東 川畑 萩原  髙橋 重城 小田  

 

萩原  中村（七） 横山 

ＭＵ無会員（6/14）  なし 

要ＭＵ会員（6/21）  河野 永野 中村（七） 

※ 6/14 １００％出席例会、達成することが出来 

ました。皆様のご協力をありがとうございました。 

 

週報 第１９８７回     平成２９年６月２８日 

 



□委員会報告    

 

 

  

  

 

 

 

 
  中村 七郎 会員  退会あいさつ 
 

 

□本日のプログラム 

会長・幹事 退任あいさつ 
 
     別紙に掲載しております。 

 

 

□ＳＡＡ報告 
●ニコニコ箱● 

船木 修一･･･小坂年度の役員の皆様ご苦労さまでした 

長友 喜信･･･小坂会長･藤岡幹事 一年間ご苦労様 

でした。 

上田やよい･･･小坂会長年度 役員の皆様、大変お疲れ

様でした。 

小俵  武･･･小坂･藤岡さん一年間お疲れ様でした。 

中原八重子･･･会長幹事 お疲れ様でした。 

小田 賢一･･･小坂会長、藤岡幹事 理事役員の皆様 

        一年間 大変お疲れ様でした。 

東    淑恵･･･小坂会長 藤岡幹事 １年間 

お疲れ様でした。 

東    淑恵･･･アトランタでは母が西クラブの皆さんに 

お世話になりました。大変楽しかった 

       ようです。棈松さんにたくさんの写真 

       ありがとうございます。 

井福 博文･･･小坂会長･藤岡幹事１年間お疲れ様 

でした。 

棈松 豊治･･･会長 幹事 理事の皆さんご苦労さんです 

       献血に協力ありがとうございました。 

瀬川 政光･･･小坂会長･藤岡幹事 １年間お疲れ様で 

した。 

      出席１００％もありがとうございます。 

鎌田 博文･･･会長さん幹事さん、お疲れ様でした。 

       ありがとうございました。 

馬渡 浩志･･･小坂会長・藤岡幹事 お疲れ様でした。 

福永 直人･･･小坂会長 藤岡幹事 お疲れ様でした。 

 

 

 

萩原  和洋･･･小坂会長 藤岡幹事 １年間ご苦労様でした 

       すばらしい１年でした。 

三坂 昭一･･･小坂会長 お疲れ様でした。藤岡幹事も 

       よくがんばって頂きました!! 

       １年間ありがとうございました。 

吉田  努･･･一年間楽しい例会を ありがとうございま 

した。 

天水 金作･･･小坂会長 藤岡幹事一年間ご苦労様でした 

福永  忍･･･小坂 藤岡 成学年度、御苦労様でした。 

       感謝申し上げます。 

平川 靖三･･･１００％御協力ありがとうございました。 

髙橋 五男･･･小坂会長 藤岡幹事一年間お疲れ様でした 

       来週からゆっくりして下さい。 

木佐貫鐵蔵･･･１年間小坂丸 ご苦労様でした。 

吉原 信幸･･･小坂会長、藤岡幹事 １年間ありがとう 

       ございました。SAAとして皆様に進行 

       お願いしましたが、快く受けて頂き 

       ご協力ありがとうございました。 

大峯  学･･･会長幹事の健やかな一年に、心より御祝い 

       致します。 

外山 俊明･･･6/14小坂年度 初の出席率１００％ 

       おめでとうございます。 

外山 俊明･･･小坂会長 藤岡幹事、他理事役員の方  々

       １年間ご苦労さまでした。次年度も 

       よろしく。そして、中村 七郎会員 

       長年ご苦労さまでした。 

中山 忠彦･･･小坂会長 藤岡幹事 １年間お疲れ様でした 

       又、中村会員 長い間お疲れ様でした。 

藤岡 成学･･･１年間ありがとうございました。 

小坂泰一郎･･･一年間御指導 御協力ありがとう 

       ございました。感謝いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎今後のプログラム 予定 

７／１２   各委員会フォーラム 

７／１９   祝日週の為、休会 

７／２６   各委員会事業計画発表 

 

 6/28 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 54,000 330,200 

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ 2,769 96,375 

ﾛｰﾀﾘｰ財団 0 386,000 

米山奨学会 0 264,000 

教育振興基金 0 278,000 

 

雑誌会報・インターネット・広報委員会 

徳重 幸男 
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□本日のプログラム 

会長・幹事 退任あいさつ 
 

       

会長 小坂 泰一郎 
 

この１年間を振り返ると去年７月には、今年より新たに

都城地区の教育振興基金強化月間とさせていただき、高校

生の奨学金寄附のための寄附を皆さんにお願いしました。

また、都城西クラブの草水 正義 会員が「旭日小綬章」の

勲章を授与され、お祝いの祝賀会に多くの会員の方が参加

され、お祝いした事が思い出されます。７月２７には、納

涼夜間例会をおこない、都城西高 土肥 隆夫 校長先生も出

席いただき、西クラブバンド演奏で大いに盛り上がったも

のです。 

会員増強拡大月間の８月は、第１週に会員増強フォーラムをおこない、皆さんに多数の候

補者をあげていただきました。第２週は池井 俊彦ガバナー補佐をお迎えしてのクラブ協議

会、第３週は瀬川 政光 会員と吉田 努 会員の楽しい卓話を聞きました。 

８月２０日、２１日は、第５１回インターアクト年次大会に、東 淑恵 会員、外山 俊明 

会員と一緒に参加しました。そして、８月２４日、大重 勝弘ガバナーをお迎えしての公式

訪問を受け、ガバナーアドレスを聞きクラブフォーラムに多くの方が残っていただきまし

た。 

９月第１例会では、川畑 忠行 会員の入会式をおこない、また、インターアクトクラブの

年次大会報告を聞きました。第２例会では、横山 真希子会員の入会式とクラブフォーラムを

行いました。９月１８日には、第２９回都城西ロータリークラブ旗少年野球大会の開会式が

前日の雨・雷があがり無事おこなわれたのは一安心でしたが、その後の日程がずれ、閉会式

は１０月９日にずれこみました。少年野球大会の開会式において天水 金作 会員より全野球

チーム、インターアクト生そしてロータリアンにとてもたくさんのお菓子の寄附があり、開

会式を盛り上げていただきました。 

 ９月第３例会では、福本 晃 会員による教育振興基金の卓話をいただきました。第４例

会では、宮崎県赤十字血液センター杉山 美樹 様より卓話をしていただきました。 

１０月１日･２日は、地区大会がおこなわれ、本会議に１３名、夜の会員交流大懇親会に８

名の方が参加していただきました。うれしく思いました。本会議では、クラブ会長功績部門

表彰、地区活動功績部門の２つを受け、吉田 努 直前会長が表彰され、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 会員をはじめ６名の方、クラブ例

会出席高齢者表彰では８８歳の草水 正義 会員をはじめ、３名の方が表彰されました。 

１０月の第２例会では、前田 吉基 支援プログラム委員長の卓話を、米山記念設立ビデオ

と共にお話されました。第３例会は、外山 俊明 プログラム担当による夜間例会で、会員み

んなで草水 正義 会員の米寿をお祝いしました。最後の方で草水 正義 会員の若いころ勤

めておられた松下電器の社歌を聞けたことは、驚きとともに感動いたしました。草水 正義 

会員におかれましては、現在体調がおもわしくなく、長期欠席が続いておりますが、昨日電

話でお話したところ、まだ体調がよくなく例会出席は当分無理らしく、私が久しくお顏を見

る事ができず寂しいと話すと、「俺もロータリーのみんなに早く会いたいよ」と言われていま

した。早く元気になっていただきたいと思います。 

 

 

 

 

 



 

 

 

１０月第４例会では、新しくなった医師会病院での職場訪問を鳥集 寿一 会員のおかげを

もち行うことができました。ヘリポートや最新の医療機器を見学することができました。 

１１月第２例会では、ロータリー財団担当の永野 修一郎 会員の卓話を聞けました。そし

て第３例会では、棈松 豊治 社会奉仕担当が先頭になって復活した献血例会を行いました。

朝９時３０分より夕方１６時３０分迄の長時間において多数の会員の皆様、また奥様方の御

協力をいただき、１８０名の方が来場して１２７名の方に献血をしていただきました。 

特に少年野球チームの方々の多数の保護者の皆様の来場、大変うれしく思いました。 

１２月１４日には、年次総会をおこない、次年度理事役員の皆さんが決まりました。そし

て、１２月２１日の年末家族会では、重城 未央 会員の入会式をおこない、西高、工業の両

校長、インターアクト生も参加いたしました。インターアクト生も大変よろこんでおり、来

年も是非参加させて下さいとの事でした。家族会では、西クラブバンドの演奏も素晴らしか

ったですが、河中 功 会員と三坂 昭一 会員が自前のカツラ･衣装を準備しての歌と踊りに

驚きでした。また、徳重 幸男 会員のお孫さん･会員の奥様方の歌と踊りにも大変感動いた

しました。 

１月１１日は都城西クラブ担当の４ＲＣ合同新年例会を、皆さんの協力のもとやり遂げる

ことが出来ました。１５０名近くの参加、またジャンカ馬も登場して、馬役の柳 顕彰 会員･

福永 直人 会員、終わったあと汗びっしょりだったことがうれしく思いました。 

１月第２例会では、熊本地震と建築物、保険についての卓話を平川 靖三 会員にしていた

だきました。第３例会では、長友 喜信 会員に「分かりやすいロータリー」のＤＶＤによる

卓話をしていただきました。また、私が風邪でダウンしてしまい、井福 博文 会員に代理を

務めていただきました。 

２月第１例会では、ＩＭについての打ち合わせを吉原 信幸 実行委員長のもとおこないま

した。第２例会では、社会福祉法人 風の道 理事長 田中 聡司 様より卓話をしていただき

ました。第３例会では、ＩＭのリハーサルをおこない、２月２５日池井ガバナー補佐の元、

吉原 実行委員長を中心に大重ガバナーもこられ、無事ＩＭをおこなう事が出来ました。 

これも会員の皆さんの御協力のおかげです。本当にありがとうございました。 

 ３月第１例会では、教育振興基金奨学生のお礼のあいさつと１月２２日に開催されたＲＹ

ＬＡに参加されたセキュリティサービスのお２人の方に報告をしていただきました。 

第２例会では、第４３普通科連隊長 廣田 耕士朗様に卓話をいただきまいた。第３例会で

は、韓国 東蔚山ＲＣの４０周年訪問報告をしていただきました。 

４月第１例会は、フェローシップ担当の馬渡 浩志 会員によるレインボーゴルフ場での観

桜会を行いました。 

最後の最後で例会１００％達成でき、平川委員長 ありがとうございました。また、多くの

会員の皆様にすばらしい卓話をしていただき、ありがとうございました。そして、萩原ロー

タリー情報担当により、情報集会を２回行うことができ、ありがとうございました。 

合同新年例会、ＩＭと大きな事業をどうにかおこなえましたこと、会員の皆様の温かい友

情の賜と思っております。１年間本当に本当にありがとうございました。 
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幹事 藤岡 成学 

 

 
皆様こんにちは。 

本日、小坂会長年度の最終例会の日となりました。 
この一年、幹事としての責を負い、この日を迎えることができ

大変安堵しております。 

一昨年、幹事へとのお話をいただき、果たして自分に務まるで

あろうかと悩み 

不安でありましたが、この一年を振り返りますと、貴重な経験

を積ませて頂き、お引き受けしてよかったと感じております。 

まず出発点では、当初の会長エレクト予定者が、突然退会されるという思いもよらない 

事となり、第一回、４RC 4役会は、会長エレクト予定者未定での出席となりました。 

大変不安でありましたが、小坂会長が会長エレクト予定者となられ、安心いたしました。 

続いて、都城中央RC30周年記念式典、地区研修協議会と行われましたが、共に、小坂 

会長エレクト加療のため、会長エレクト不在のまま参加いたしました。指宿の会場に1人 

で向かう途中、『これはきっと、私が今までRC活動に対してあまり熱心でなかった為、 

RCの神様が、私にやっていけるかどうかの試練を与えてくださったのだろう、これから幹

事として1年間無事に任務を遂行できるようがんばろう。』と考えました。 

その指宿での地区研修協議会では、大重ガバナーエレクトより、血液が不足している為、 

【献血活動】への強い要請がありました。 

当時、都城西RCでは献血活動を中断しておりましたので、棈松会員に献血活動を 

再開するか否かのアンケートをとっていただきました。その結果、都城西RC会員皆様の 

温かいお心により、小坂会長年度で、献血活動を再開することが決まりました。実際の活動

におきましても、棈松会員が担当され、各方面への連絡、また、指揮のもと無事に終了する

ことができました。奉仕プロジェクト委員会の皆様、会員の皆様、奥様、ご家族の皆様、社

員の皆様、さらには声をかけて頂いたお知り合いの皆様、ご協力いただいた皆様、この場を

お借りして御礼申し上げます。大変ありがとうございました。 

又、本年度は、都城工業高校のインターアクトクラブ生たちが作成しておりました【避難

乳母車】を、有隣園に贈呈することができました。 

手作りの青い車体に子供たちを保護する木の板を装着し、その木の板には、子どもたちが

大好きな絵が手描きで描かれており、心のこもった温かい避難乳母車となりました。 

また、前面の扉を手前に倒して乗り降りができ、夜間でも使用できるようにと LEDの懐中

電灯と、非常用飲料水を備えるボトル付の、大変工夫されたものでした。 

子供たちの喜んだ姿を見て、私も感動いたしました。 

そして、今年に入り、1，2，3月と大きな事業が続きました。 

まず1月は、【４RC合同新年例会】が開催されました。 

幹事を引き受ける際に、今年度は西クラブの担当であることで覚悟はしておりましたが、

何とか幹事報告まで終了し、安堵することができました。この合同新年例会が無事に終えら

れたことも、会員皆様のご協力があったからこそと 

感謝いたしております。 

2月は、【 Ｉ Ｍ担当】でした。吉原実行委員長のもと、久保田オートパーツの 

久保田 茂様 を講師にお招きして、講演会を開催致しました。 

私は第二部、閉会の担当をさせて頂き、壇上に上がりましたが、緊張のあまり頭の中が 

真っ白になり、しばらくの間言葉が出ずに、お見苦しい姿を披露してしまいました。しか

し、私自身はとても貴重な経験をさせていただいたと思っております。 

 

 

 

 



 

 

そして3月は、【東蔚山RCへの訪問】でした。 

姉妹クラブの東蔚山RC40周年記念式典へは、小坂会長との日程と合わず、 

会長不在での出席となり、ここでまさかの2度あることは3度あるということわざを 

痛感いたしました。しかしながら、このような経験は、自ら望んでもできない事だと気づ

き、それを無事に終えることができたことは、自分自身への糧となった気がいたします。 

本年度も前年度同様、CLPを継承し、【クラブ運営管理委員会】、【会員増強委員会】、 

【奉仕プロジェクト委員会】、【支援プログラム委員会】の4つの委員会で構成されまし

た。 

ロータリー月間やプログラムの関係上、当月2回、翌月1回、翌々月2回等と、担当 

例会のご負担を、理事の皆様におかけしたと思います。 

特に高橋理事には、連続で例会担当をお願いしましたが、いつも笑顔で引き受けて頂き 

ました。このとき、指宿での地区研修協議会で、ロータリーには『はい』と『イエス』の 

二つに、もう一つ『よろこんで』が追加されたことを思い出し、まさにこのことだと実感致

しました。 

他にも、例会を担当して頂いた委員会の皆様、会員卓話をして頂いた会員の皆様、外部 

卓話の準備をして頂いた会員の皆様、ありがとうございました。 

私は幹事として未熟でしたが、理事の皆様、役員の皆様、会員の皆様が優しく見守り 

ご協力いただいたことで、無事1年間、幹事としてのRC活動を終えることができました。

また、幹事としての立場でなければ経験できない、多くの貴重な学びを得ることができまし

た。 

私のできる事を、少しずつ積み重ね、この一年間務めさせていただきました。これも、 

皆様からの支えがあったからこそ、幹事としての責を終えることができたと、心から感謝 

いたしております。 

また、本来なら幹事がすべき仕事までしたうえに、多くのサポートをして頂いた事務局の 

本山さん、飛松さん、大変お世話になりました。ありがとうございました。 

最後になりますが、小坂会長には、いつも温かく見守っていただき、フォローをしていた

だきました。大変ありがとうございました。 

7月からは、中山会長、外山幹事年度がスタートします。さらに充実した年度になります

よう祈念いたしまして、幹事退任のあいさつとさせていただきます。 

1年間ありがとうございました。 
 

 

 

 

 

 

 

 


