第 2029 回

平成 30 年 6 月 27 日 週報

●点鐘
●合唱
●ゲスト

それでこそロータリー
なし

●ビジター
都城ＲＣ～ 上之
田中

弘文
博

加治屋淳一

川原ガバナーエレクトと７日間一緒でしたの
で、ロータリーの事も随時聞く事ができ大変勉強
になりました。詳しくは退任あいさつの中で述べ
させていただきます。
本日は外山幹事より挨拶は早めに終わらせて飲
み方に移りましょうと言われておりますので、ひ
とまずこれにて会長の時間を終わらせていただき
ます。

都城北ＲＣ～西村 和芳

□幹事報告
都城中央ＲＣ～入来祐一郎

□会長の時間

各氏

中山

忠彦

皆さん こんにちは
今日は福永忍会員に久しぶりに例会に参加して
頂いてます。
後程 ご挨拶を頂きます。よろしくお願いしま
す。
先週はカナダのトロント国際大会に参加の為に
吉田会長に代行して頂きありがとうございまし
た。先週の水曜日出発して７日間でカナディア
ンロッキー、ナイヤガラを観光して大会に参加
して、昨夜帰国いたしました。
帰国してボーっとしているところに今日は歯が
欠けてしまい、１時間ほど前に歯医者に行って
きて麻酔を打たれ更にボーっとしております。
さて、トロント国際大会は鹿児島サザンウィン
ドの次年度ガバナーの川原さんご夫妻と高良さ
んご夫妻、それと中央クラブの永倉会長ご夫妻
に私の姉の山崎照代の計８名で行って参りまし
た。

外山

俊明

□報告
●押川 弘巳ガバナー事務所…
①日本のロータリー100 周年実行委員会
記念事業等委員会委員長 鈴木 喬
（RI2580 地区 2015-16 年度ガバナー）
「記念ピンバッジのデザイン応募の締め切り一ケ月
延長のお知らせ」
日本のロータリーが 100 周年を迎えるにあた
り、記念事業等委員会では全国の皆様からを
募集。ご応募の締め切りを当初 2018 年 6 月
30 日（土）とご案内しておりましたが、締切を
一ケ月延長させていただき、2018 年 7 月 31
日（火）を最終締め切り。
●川原 篤雄ガバナーエレクト事務所…
① 次期地区奉仕活動部門 増強委員会 委員長
田村 香代子 年齢構成調査のお願い
□クラブ報告
●7/18（木） 監査
13:00 Ｒ事務局
●7/24（火） 決算理事会 18:30
サンプラザ
●7/11（水） 定例理事会
例会前
11:00
●次年度 会員名簿作成のため校正を回覧致します。
⇒７月９日締切ですので、チェックをお願い致します。

□出席報告
会員数
出免数

4３名
５名

出席数
出席率

26 名
68.42％

前々回修正出席率

6/13
6/20

81.58％
78.95％

井福 河野
永野 中村
柳 森山

瀬川
萩原

高辺 鳥集
福本 脇丸

ＭＵ有会員
6/２２ 都城ＲＣ

吉元

鎌田

萩原

藤岡

6/24
トロント国際大会
ＭＵ無会員（6/13）

中山
河野

井福
永野

柳

河野
福本

永野
脇丸

前回修正出席率

届出有
届出無

要ＭＵ会員（6/20）

鳥集

鳥集
柳

福本
福永

川畑

□委員会報告
別紙に掲載しております。

□本日のプログラム

会長幹事 退任挨拶
別紙に掲載しております。

□ＳＡＡ報告
●ニコニコ箱●
中山 忠彦･･･会員の皆様、一年間ご協力誠に有難う
ございました。
中山 忠彦･･･理事役員の皆さん１年間ご尽力いただき
有難うございました。
中山 忠彦･･･福永 忍会員永い間有難うございました。
一緒に国際大会に行けた事がなつかしく
思い出されます。健康に気を付けて、
１００歳のお祝いをしましょう。
中山 忠彦･･･萩原さん情報集会では大変大変お世話に
なりました。
中山 忠彦･･･吉田さん 小坂さん 井福さん私の欠席の
際は、会長代理有難うございました。
外山 俊明･･･１年無事に終わることが出来ました。
会員に皆様 理事役員の皆様ありがとう
ございました。
長友 喜信･･･重量会長幹事 無事の航海おめでとう
ございます。
髙橋 五男･･･中山会長 外山幹事 一年間お疲れ様
でした。次回からゆっくりして下さい。
鎌田 博文･･･中山会長外山幹事一年間お疲れ様でした
天水 金作･･･中山年度の理事の皆様一年間 お疲れ様
でした。

船木 修一･･･中山 外山年度ありがとうございました。
楽しい一年間でした。感謝です。
棈松 豊治･･･会長幹事 一年間ご苦労さんでした。
小坂泰一郎･･･中山会長 外山幹事１年間御苦労様でした
これからも西クラブ発展の為御指導下さい
吉原 信幸･･･中山会長 外山幹事 徳重ＳＡＡ１年間
ご苦労様でした。
河中
功･･･中山年度の役員の皆様 ご苦労様でした。
三坂 昭一･･･中山年度無事終了お目出とうございます
お疲れ様でした。
前田 吉基･･･中山会長 外山幹事一年間お疲れ様でした
本日のゴルフにて、また敢闘賞を頂きま
した。
上田やよい･･･１年間支援プログラムを応援して頂き
目標達成する事が出来ました。
本当にありがとうございました。
中原八重子･･･中山さん 外山さんお疲れ様でした。
東
淑恵･･･中山会長、外山幹事１年間お疲れ様
でした。福永会員３４年間お疲れ様でした
福永 直人･･･久し振りにゴルフで３ケタ（１０２）
打ちました。厄払いでニコニコを。
徳重 幸男･･･皆様の御協力で 無事１年間最終例会を
迎える事が出来ました。
ありがとうございました。
馬渡 浩志･･･中山会長、外山幹事１年間お疲れ様でした
馬渡 浩志･･･本日は都城西ロータリークラブゴルフ
コンペで優勝させて頂きました。
メンバーに恵まれありがとうございました
吉田
努･･･福永 忍さん 長い間ありがとうござい
ました。沢山の思い出人生の糧にてして
行きます。
吉田
努･･･中山会長 外山幹事お疲れ様でした。
ありがとうございました。
平川 靖三･･･会長幹事 お疲れ様でした。
福永
忍･･･西ロータリーの皆々様 長い間ありがとう
ございました。深く感謝申し上げます。
●教育振興基金●
川畑 忠行･･･中山会長 一年間お疲れ様でした。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◎今後のプログラム

（予定）

7/11 各委員会フォーラム①及び事業計画発表
7/18 祝日週の為、休会
7/25 佐世Ｇ補佐をお迎えしてクラブ協議会

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

6/27

計

52,000

329,1000

3,463

80,922

ﾛｰﾀﾘｰ財団

0

364,200

米山奨学会

0

273,500

5,000

273,120

教育振興基金

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委員長：船木 修一

担当：東 淑恵

会長幹事 退任挨拶

□本日のプログラム

第４３代

中山

忠彦 会長

やっとというかお陰様でこの日を迎えることが出来ました。
会員の皆様、理事役員そして１番は２度目の幹事を引き受けて頂いた外山
幹事有難うございました。
会長エレクトに選ばれてからは、１年間会長を務める為に仕事の段取りをするために追われ、3 年に 1 度の RI 規定審
議会により制定決議案が発表されたことにより研修会が開かれ、会長就任前の規定審議会に出て、RI の定款が大幅に
変わった事を知り、押川ガバナーからは、今、ロータリーは大変換期を迎えており、クラブの在り方、運営方針をこ
の１年で見直して、自分が会長時代に何かをやった又は何かを変えたいうようにしなさいと言われ大変焦って、勉強
不足のまま就任する私に何が出来るか考えて「不易流行 クラブの魅力を語り合おう」をクラブテーマにスタートし
たことを思い出します。
スタートする際、ここ４、５年 ４０周年事業や IM 他の大きなイベントがあったのでベテラン会員の方が理事役員
を務めていたので、私の年度は大きいイベントが何もなっかったので、クラブ活性化の為に、理事役員には新しい方
になっていただこうと考え、お声かけさせて頂きました。
その為、理事役員の方々には大変ご苦労をおかけし頑張っていただいた事、又、会員の皆様にもロータリーの寛容の
精神と友情で見守っていただいた事に改めて感謝申し上げます。
ところで、冒頭申し上げました、規定審議会での定款細則の見直しの件ですが、カナダ国際大会で川原ガバナーエ
レクトと７日間一緒でその間、特に食事の際色々なお話を伺うことが出来、納得が出来て帰ってきたところでした。
その事を申し上げて、退任の挨拶とさせて頂きたいと思っております。
さて、皆さん
国連の加盟国は世界で１９６ヶ国（H27 5/15 データ 外務省 HP）ですがロータリーの加盟国、及び地域は何か
国かご存知でしょうか？
２００以上と表現されています。
これは、国として認められていない地域や国連に加盟できてない国が有る為そのような表現になっているとのことだ
と思います。
（フォークランドやグアム、グリーンランド どこの国、地域？）国連より広範囲な国、地域が RC のメ
ンバーであるということです。その為、国連はロータリーを当てにして頼っているそうです。
また、国連が RC を頼っているもう一つの理由は、財団の資金の透明性です。皆さんに寄付して頂いている財団で
す。
先日の中村 PG のお話の中にもありましたが、財団に寄付すると１００％財団の資金に活用され、よくある寄付団体
の運営費は一切取っていないという事です。きれいな透明性の高い資金だからこそ国連からの要請もできるとのこと
です。その透明性は客観的にも認められていて世界の評価基準で５段階評価の４になっているそうです。世界中の寄
付団体で 4 に認定されているのは 3 つだけで、ライオンズクラブでも 3 にしか認定されてないそうです。
国連からも認められ頼られている「いいことをしている RC なのです。
」
しかしながら、地域社会では他のボランティア団体（ライオンズ等）の方が知名度が高かったりして、若い人の入会
が少なくなってきています、
先人のロータリアンが世界や地域社会でやってきた「いいこと」を未来に継続していけるか危機感を持った RI が定款
を変え、会員資格や例会回数の緩和をしクラブの裁量権を拡大し、広報活動に力を入れ、研修や勉強会に力を入れた
のも、すべてはこの「いいこと」を続けて行く為の手段として改訂した事と改めて認識できました。
それでは、どう変えていくか、具体的には会員皆さんに RC の運営や活動を楽しんで頂き、理解して頂き参加して
頂くクラブ運営の在り方という事になるかと思います。特に入会３年未満の方は最前線で働いている方も多く、中々
出席が出来ないままロータリーの楽しみも理解もなくやめていくことが多いので、今までのクラブ運営との調和も考
えながら、クラブ運営の在り方を会員全員で考えていくことが大事かと思います。
私の会長年度は、これで終わりますが、平川、盛田年度では、直前会長の任の他 会計の任を仰せつかっておりま
すので、今年勉強させていただいた事を多少なりとも次年度以降はクラブの為に生かしていきたいと考えておりま
す。誠に勉強不足の拙い会長でしたが、１年間有難うございました。

第４３代 外山 俊明 幹事

中山忠彦会長年度も残り数日となりました。１年間、会員皆
様にいろいろと教えていただき、又、ご協力をいただき無事に
努めることができました。
本当に有難うございます。
中山会長の今年度テーマ「不易流行、クラブの魅力を語り合おう」と言うことで、クラブの４０年の
歴史の振り返りや、例会２０００回を迎えられたこと、又、プログラムの余った時間に、職業奉仕の観
点から、会員の職業についての卓話等していただいたことは、テーマに沿って大変意味のある事ではな
かったでしょうか。
中山年度は、スタート前は、財政緊迫の予想で、厳しい予算ぐみでありましたが、小坂年度の思いの
ほか多くの繰越金をいただき、又、インターアクトの行事の中止等で、先週のクラブ協議会で、予想以
上の繰越金が出来そうであります。しかしこれは、特別会費を頂く等の結果でありまて、後期に入りま
しての、４名の退会は次年度の運営をするにあたっては、大変な痛手であろうと思われます。今年度は
思うような会員増強が出来ずに、１名の入会でありました。このままでは西クラブは衰退の一途をたど
るばかりだと思います。前から言われておりますが、更にみんなで一致団結して、会員増強に取り組ま
なければいけないと思います。
今年度当初の目標でありました、年間５回以上の１００％出席を達成するは、なかなか記帳情報が連
絡できなかった事等により、１回も達成できませんでした。次年度は私がクラブ管理運営委員長になり
ますので、記帳情報の提供や、インターネットによる MU についての勉強会も考えてみたいと思いま
す。
今年度は、西クラブ例会２０００回を迎え記念品を作り、少年野球大会も３０回という節目を迎え地
区補助金を使い優勝旗の新調もできました。途中、徳重 SAA の緊急入院で、吉原さんに代理をしてい
ただき、無事例会を乗り越えることもできました。インターアクトにおいては、台風の襲来や、情勢不
安などにより年次大会、国際交流中止と思うような活動ができませんでした。そんな思い出深い出来事
が多くありました。また、東蔚山 RC 来訪にあったては、めったに降らない大雪にあい、出迎えにも一
波乱あり、観光の工程も変更させられました。でもそれなりの、真心こもった歓迎ができたのではない
でしょうか。
もっと多くのことを、一人一人の名前を挙げて感謝申し上げたいところですが、早く宴会に移りたい
ので、このへんで終わりたいと思います。
二度の幹事を経験して、何とかこなせたところ、もっとしなければいけないことが多々あります。も
し次があるならば、会長はしなくていいです、この二回の経験を生かして、もっと頑張りたいと思いま
す。
最後に、中山会長、私幹事を合わせて約２００キロの体重があります。
毎回鬱陶しい二人が前に座り、相撲協会の記者会見みたいな様相を不快に思われた方には申し訳なく思
います。
冒頭でも申し上げましたが、今日まで１年間暖かく見守っていただき、ご協力いただきまして、まこ
とにありがとうございました。
次年度、平川年度がもっと素晴らしい年度になりますようにご祈念申し上げて、幹事退任挨拶とさせ
ていただきます。本当に有難うございました。

中山会長 外山幹事
１年間お疲れ様でした！

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

福永

忍 会員

退会の挨拶

３４年間 お疲れ様でした。

小坂直前会長

乾杯

