第１９８８回

平成 29 年 7 月 5 日 週報

●点鐘
●合唱
●ゲスト

会長就任あいさつは後程させて頂きますが
不思議な巡り合わせとご縁を感じながら第 1 回
目の例会を迎えております。

君が代・奉仕の理想
なし

□幹事報告
●ビジター

□会長の時間

なし

中山

忠彦

皆さん 今日は、今回 2017 年 2018 年の
都城西 RC43 代会長を仰せつかりました。
拙い会長であると自覚しておりますが、1 年
間どうぞ宜しくお願い致します。
会長就任に当たり、ロータリーの手帳をみて
自分の入会当時の事を思い起こしてみました。
私は、23 年前の平成 6 年 6 月末に、都城西
RC に入会いたしました。通常・月初めに入会す
る方が多いかと思いますが、入会日を決めるに
当たって岡崎前会員や前原前会員より、
「1 か月会費を多く払うけど、よかがなと言
われ」6 月最終例会に入会いたしました。
その時の会長が亡くなられた田之上石油の
田之上幸一会長で、今回、2 度目の幹事を引き
受けて頂いた外山幹事の義理のお父様です。
（外山幹事 2 度目の幹事をお引き受け頂きあり
がとうございました。）
又、その時の幹事が萩原会員で今回新年度を
迎えるに当たり細則変更にお力添えを何度も頂
きました。
（萩原会員その際はご尽力いただき有
難うございました。）
入会の頃の事をまず申しあげましたが、今日
にいたるまで、西ｸﾗﾌﾞでは色々な経験をさせて
いただき 又、ご縁を頂きました。

外山

俊明

●2016-17 大重ガバナー事務所…
①アトランタ国際大会参加お礼
②2016-2017年度ガバナー事務所閉鎖の
お知らせ
＊6/30をもって。
●押川ガバナー事務所…
①2017-2018年度ガバナー事務所開設の
ご案内
□クラブ報告
●公益財団法人 都城地区ロータリークラブ
教育振興基金
月間
リーフレット配布

□出席報告
会員数
出免数

4５名
４名

出席数
出席率

31 名
75.61％

前々回修正出席率

6/21

90.24％

前回修正出席率

6/28

82.93％

届出有
届出無

小田 瀬川 永野
重城 吉元
柳 福本 川畑

ＭＵ有会員
6/29 都城中央

瀬川

小田

萩原

7/4 都城北
棈松
ＭＵ無会員（6/21） 河野

永野

中村（七）

要ＭＵ会員（6/28） 脇丸
福本

鳥集
川畑

河野

脇丸

柳

棈松

入 会 式
中村

好輝 氏

職業分類：ホテル
事務局運営委員会
三坂 昭一 会員

委員長

１年間よろしくお願します。
■小坂直前会長・藤岡直前幹事へ感謝状 贈呈■

□委員会報告
★教育振興基金 井福 博文 理事
・７月 強化月間にともない、パンフレット配布。
・寄附のご協力お願い

出向者委嘱状贈呈
１年間 お疲れ様でした(*^_^*)

□本日のプログラム

会長・幹事 就任あいさつ
別紙に掲載しております。

地区 青少年奉仕 部門長
地区 インターアクト委員長 小坂泰一郎会員

□ＳＡＡ報告

別紙に掲載しております。

◎今後のプログラム 予定
７／１９
祝日週の為、休会
７／２６
各委員会事業計画発表
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（公財）都城地区ロータリークラブ
教育振興基金
理事 井福 博文 会員・徳重 幸男 会員
福本
晃 会員（欠席）
監事 河中
功 会員

計

雑誌会報・インターネット・広報委員会
東
淑恵

□本日のプログラム

会長・幹事 就任あいさつ
中山

忠彦 会長

まず、昨年度 42 代会長を務めて頂いた、小坂泰一郎会長・
藤岡成学幹事大変お疲れ様でした。
特に IM においては、ホストクラブとして実行委員長の吉原会員を中心とした西クラブの会員
全員での計画から当日の役割分担、実行とクラブをあげてのイベントに尽力頂きました。
その後も東蔚山 RC の訪問、観桜会、他とイベント続きで忙しい中ではありましたが、あっ
という間に過ぎてしまったような気がします。もしかして、やりたらなかったのではないでし
ょうか？
又、GW 頃からは、本年度のクラブ細則の見直しにも大変ご協力いただき、特に藤岡幹事に
は、何度も細則の原案の打ち直しという面倒な作業をして頂き助かりました。この場を借りて
改めてお礼申し上げます。（小坂会長、藤岡幹事有難うございました。）ホットされているとこ
ろとは思いますが、直前会長、幹事の経験をもとに本年度の運営にもお気づきの点等ございま
したらアドバイス頂けると幸いです。
又、小坂会長におかれましては、本年度も地区の青少年奉仕部門長とインターアクト委員長
を兼任され休む暇もないかと思いますが、お体に充分ご注意頂き地区活動におかれましても、
青少年育成にご活躍されるよう祈念いたしております。
さて、本年度についてですが
RI テーマ
「ロータリー：変化をもたらす」
地区ガバナー理念「ロータリーを知り、よく理解しよう」をもとに
クラブテーマを 「不易流行 クラブの魅力を語り合おう」とさせて頂きました。
詳細は事業計画書の「クラブ運営基本方針」をご覧ください。クラブの魅力を語り合う為に、楽
しく有意義な例会作りに努め、出席率も上げていければと思っております。理事役員の皆様を
始め会員皆様のご協力の程宜しくお願い致します。特に IM や地区大会、東蔚山 RC や御坊南
RC の交流などイベントの際は出来るだけご参加いただけますと幸いです。
私もそうなのですが、仕事の都合で例会を欠席することが多い会員の方は特に参加して頂き
クラブ内外の交流を深める機会にして頂きたいと思います。
今年一年どうぞ宜しくお願い致します。

外山

俊明 幹事

第４３代中山会長年度の幹事をすることになりました外山です。
２回目の幹事拝命ということで、前回、高橋年度で教えていただ
いたこと、勉強させていただいたことを十分に生かし、中山会長を
補佐していきたいと思います。よろしくお願いします。
前に座る会長と私、二人を見て、相撲協会の記者会見みたいなど
とは言わないでください。
お気づきでしょうか、中山、外山、中と外、相反する山を持った
コンビなのです。でもその山の字を見ていただくとお分かりのよう
に、真ん中に大きな山があり、それに付随するように、控えめな外
の山があります。まさしく今の私たちコンビのようではないでしょ
うか。こんな山の漢字のように私たちはお互いを尊重しあい、しっかりと手を取り合って、ク
ラブの運営を担っていきたいと思います。
今年度中山会長のクラブテーマは、「不易流行、クラブの魅力を語り合おう」です。西クラ
ブの４０年の歴史、１０月には２千回の例会を迎えるにあたり、ここまで西クラブを支えて頂
いた諸先輩方のお話を伺うことが、これの始まりではないでしょうか。その為には、やはり例
会に出席しなければそれを知ることもできません。そこでまず年間５回以上の出席率１００％
を目標としたいと思います。船木クラブ管理運営委員長を先頭に、対策を考えていきたいと思
います。
また夜間例会等を含め、会員同士が西クラブは楽しいクラブなんだと認識してもらい、内外
にＰＲして会員増強につなげていきたいと思います。
中山年度を迎えるにあたり、予算案を作成いたしました。今年度は、ＲＩ人頭分担金の値上
げや、東蔚山クラブの来訪と、小坂年度で夜間例会時に会員からも参加費を徴収していたもの
をやめ、計算したところ、今の会員数ではとても財源が足りないことがわかりました。それで
吉田年度でもありましたように、特別会費を前期、後期と二回に分けて徴収させていただきた
いと思います。
予算案作成時に、ざっとシュミレーションしたところ、会員が５０名になると、何とか特別
会費を徴収せずに運営ができそうであります。そこでこれからの安定したクラブ運営を考えま
して、馬渡会員増強委員長と、その委員会の方がと共に、今まで以上の会員増強に努力したい
と思います。皆さんの数多くのご推薦をよろしくお願いします。
奉仕プロジェクトにおきましては、今年度は、少年野球大会が３０回を迎え、節目の大会と
なります、そこで何か記念となるものをしたいと考えます。
それには、財源として、財団や、地区補助金等の情報、活用法等を検討しそれをもとに記念の
事業に充てられるようにしたいと考えます。盛大な記念大会になればと思います。
また、昨年度より復活しました、献血についても引き続き取り組みます。
ロータリーの基本であります職業奉仕の観点から、いろんな職業について学び、奉仕するため
に職場訪問は必ず実施したいと考えます。鳥集奉仕プロジェクト委員長をはじめ、奉仕プロジ
ェクト委員会の皆さんは、ほかにも多くの事業があり、大変ご苦労様でございますが、一緒に
進めてまいりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
当クラブの長期戦略である、インターアクトクラブを含めた青少年育成にもしっかりと取り
組んでまいりたいと考えております。
支援プログラムでは、今までのように、各会員、そして新しい会員に各寄付金についての、
ご理解とご協力を促していただき、多くの寄付を集めていただきたいと思います。また今年度
は、東蔚山クラブの定期来訪があります。彼らにご満足いただけるようなおもてなしをして、
相互の友好関係をさらに深めたいと思います。上田支援プログラム委員長他各委員の方々よろ
しくお願いいたします。

先ほども申し上げましたが、今現在財源がひっ迫しております、会員増強はもちろんのこと
ではありますが、消費税も５％～８％に上がり、さらに１０％になろうとしております。そろ
そろ会費の値上げも含めた、長期計画検討委員会を開いていただき、今後のクラブ運営につい
てご検討いただく時期が来たのではないでしょうか。ぜひ今年度からしっかり話し合っていた
だきたいと思います。
これまで申し上げた目標と計画は、理事役員、各委員会、そして会員のご理解とご協力がな
ければ進めていくことができません。何回も申し上げますが、皆さんのご理解とご協力をお願
いします。
今現在いらっしゃる会員と、これから入会されるであろう方々、そしてメークアップに来ら
れるほかのクラブの方に、西クラブはいいね、西クラブで良かったねと言われるように、中山
会長と共に頑張ってまいります。どうか１年間よろしくお願いいたします。

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
中山 忠彦･･･小坂会長･藤岡幹事 お疲れ様でした。又、徳重さん･東さん忙しい中、看板準備
ありがとうございました。
外山 俊明･･･中山年度のスタートです。一年間宜しくお願いします。
吉田
努･･･中山会長 外山幹事 一年間よろしくお願いします。
中原八重子･･･新役員さん 頑張って下さい！
長友 喜信･･･中山･外山年度の順調な航海を祈念して。
船木 修一･･･祝 就任。 １年間頑張って下さい。
河中
功･･･小坂年度の理事役員の皆さんご苦労様。今年 中山年度の建斗を祈念します。

萩原 和洋･･･中山会長、外山幹事さんの輝かしい出航を祈念して！！１年間頑張って下さい。
小坂泰一郎･･･中山会長 外山幹事 １年間頑張って下さい。
小坂泰一郎･･･本年度 地区の青少年奉仕部門長とインターアクト委員長を務めさせて
いただきます。皆様御協力よろしくお願い致します。
横山真希子･･･新年度 １年間宜しくお願い致します。
東
淑恵･･･新年度 中山会長・外山幹事 １年間よろしくお願いします。
中村さん 西クラブへようこそ。
吉原 信幸･･･新 中山会長そして２度目の外山幹事、無事出航おめでとうございます。
徳重ＳＡＡも頑張って下さい。
井福 博文･･･中山・外山丸の船出を祝して！！
福永 直人･･･中山・外山年度 一年間ヨロシクお願いします。
高辺 晃也･･･中村 好輝さん入会おめでとうございます。これからもよろしくお願いします。
天水 金作･･･中山・外山年度の船出を祝して。
福永
忍･･･中山・外山年度の門出を祝して。
鎌田 博文･･･中山会長さん 外山幹事さん 一年間よろしくお願いします。
小俵
武･･･中山年度出発を記念して、少々。
藤岡 成学･･･中山会長・外山幹事年度を祝して。
馬渡 浩志･･･中山会長・外山幹事 ご就任おめでとうございます。
今年１年間宜しくお願い致します。
前田 吉基･･･中山会長・外山幹事 一年間頑張って下さい。
徳重 幸男･･･点鐘が前後し、申し訳ありませんでした。
髙橋 五男･･･中山会長・外山幹事 一年間頑張って下さい。

●ロータリー財団●
永野修一郎･･･ロータリー財団へ
鳥集 寿一･･･とりあえず、祝！中山年度進発！！
●米山記念奨学会● ･･･ 永野修一郎
●教育振興基金●
井福 博文･･･教育振興基金へのご理解とご協力よろしくお願い致します。
上田やよい･･･井福会員 １年間よろしくお願いします。頑張って下さい。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

中村

好輝 会員

ようこそ！西クラブへ♪

新年度スタートを祝して 乾杯！

