第 2045 回

平成 30 年 12 月 5 日 週報

●点鐘
●合唱

君が代 ・ 奉仕の理想

●ゲスト 及び ビジター なし

□会長の時間

平川

靖三

みなさんこんにちは。
今年度も半分が過ぎようとしております。本日のプ
ログラムは上期事業報告となっており、後ほど各委員
会から報告がありますが、わたしも会長としての半年
を振り返り、上期の報告をしておきます。
まず、会長に就任させていただいたことを皆様に感
謝申し上げます。わたしは、たぶん、この半年ですごく
成長したはずです。
こうして、会長として毎回挨拶をさせていただくだ
けでもたいへんありがたい機会ですし、いろんな会合
や式典に参列し、40 人のクラブ員の代表として発言を
したり挨拶をすることもあります。会長しか参加でき
ない会合もありますし、会長しか会えない人物とも会
うことができます。
立場が人をつくるとか、肩書きが人をつくるという
言い方もあり、会長、会長と言われ続けているあいだ
に、会長らしくなっていくのだろうとも思いますが、
40 人の代表としていろんな決めごとを実行していか
なければなりませんので、会員やいろんな人の意見を
聴き、それをいろんな部署と調整し、納得していただい
て決定する。具体的なところは幹事であったり、各担当
の理事がやってくださるわけですが、最終的な責任は
会長が担うわけですので、重責とともに人間力も向上
するのだろうと思います。
さて、これまでの半年を振り返りまして、残念であっ
たこと・悲しかったことは。やはり草水さんがお亡くな
りになったことです。
笑顔の素敵な人でした。朴訥とした語り口でもあり
ましたが、ときに情熱的に熱く語られ、清濁併せのむと
いう言葉にふさわしい大きな人物でもありました。ま
だまだいろいろ教えていただきたかったのですが、誠
に残念です。さらに、残念なことに、わたしは葬儀に
出席できませんでした。通夜には出席し、最後のお別

出席できませんでした。通夜には出席し、最後のお別れ
はしてまいりましたが、どうしても留守番の都合がつか
ずに、欠席しました。今考えますと、残念でたまりませ
ん。なんとかできたのではないかと悔やんでおります。
次に、この半年でうれしかったことは、なんといって
も、当クラブに新しい仲間を 3 人も迎えることができた
ことです。7 月の年度初めは 40 人でスタートしたわけ
ですが、山村さん、下西さん、内田さんが入会し、現在
42 名になりました。現在も新会員の公示が出ております
ので、もしかしたら年内にもあと数名の会員増加がある
かもしれません。
会員が多ければよいというものでもありませんが、や
はり組織の活力という点では、ある程度の会員がいて、
多士済々な仲間と楽しくクラブ運営ができる状態が望ま
しいわけであり、ぜひ 50 人程度の会員数を取り戻した
いものです。
また、入会してよかったと思われるように、あるいは
入会させてよかったと思えるようなクラブ運営ができま
すように、今後も心を配って行きたいと考えます。
また、井福さんがガバナーノミニーデグジネートに決ま
ったことも大きなニュースでした。西クラブにとってた
いへん名誉なことであり、クラブの 44 代会長として、
初のガバナー輩出という栄誉に立ち会えたことは幸運で
した。
上期のクラブの主な事業としては、納涼例会、ガバナ
ー公式訪問、少年野球大会、献血、蔚山訪問、そしてつい
先日の職場訪問と、すべて滞りなく遂行することができ
ました。これも各担当委員長はじめ、みなさんのご協力
のおかげです。どうもありがとうございました。
最後に、わたしが選んだ西クラブの今年の流行語大賞
を発表します。
船木会員による「ケンチャンナヨ」でした。
ありがとうございました。

□幹事報告

馬渡 浩志 幹事ｴﾚｸﾄ
●川原 篤雄ガバナー事務所…
①１２月 ロータリーレート１１２円 現行１１２円
②2018 年 12 月「疾病予防と治療月間」のリソース
③ガバナー月信 １２月号

●ライラのご案内 宮崎全県開催 ホスト：延岡中央ＲＣ
平成 31 年 3 月 16 日（土）～17 日(日)
むかばき青少年自然の家
・対象年齢は、18 歳から 30 歳まで
●鹿児島東南ロータリークラブ…
鹿児島東南ロータリークラブ創立 50 周年
鹿児島東南ローターアクトクラブ創立 40 周年
記念式典並びに祝賀会のご案内
2019 年 5 月 11 日（土）登録受付 15 時 00 分
式
典 16 時 00 分
祝 賀 会 18 時 00 分
会 場：鹿児島サンロイヤルホテル
●ロータリーの友 １２月号
□クラブ報告
●12/12（水）年次総会
●12/19 （水） 年末家族会
中山荘 18:30
●12/26（水）１月定例理事会
メイン 18:30

□本日のプログラム

クラブ管理運営
外山 俊明 委員長

会員増強
長友 喜信 委員長補佐

□出席報告
会員数
出免数

４０名
２名

出席数
出席率

３１名
77.50％

前々回修正出席率
前回修正出席率

届出無
ＭＵ会員
11/15 都城中央ＲＣ
11/16 都城ＲＣ
11/27 都城北ＲＣ

奉仕プロジェクト
福永 直人 委員長

82.50％
祝日週の為 休会

11/14
11/21
河野
馬渡
なし

届出有

雑誌会報・ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ・広報
東 淑恵 委員長

永野 中村 中山
柳 吉元 福本

井福 上田
長友 中原
井福
要ＭＵ会員（11/21） 特別休会

上田

中村

藤岡

支援プログラム
高辺 晃也 委員長
馬渡

ＭＵ無会員（10/14） 内田 永野 柳 川畑 福本 森山
福永

□委員会報告

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
□ＳＡＡ報告
●ニコニコＢＯＸ●
吉田
努･･･市の広報誌に掲載されました。このプロ
ジェクト上手くいく様にがんばります。
吉原 信幸･･･誕生祝い頂きました。１２月２８日で
５７歳でーす。
●教育振興基金●
中山 忠彦･･･仕事の都合で久し振りに出席いたしました

◎今後のプログラム （予定）
12/19
年末家族会 18:30～
12/26
祝日週の為、休会
12/5
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

159,603

2,851

34,344

ﾛｰﾀﾘｰ財団

0

200,400

米山奨学会

0

187,000

4,000

151,000

教育振興基金

信幸 会員

下西

慎吾 会員

徳重

幸男 会員

・欠席～大峯会員

計

11,000

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

吉原

中山荘

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委 員 長 ： 東
淑恵
委員長補佐 ： 前田 吉基
担
当 ： 萩原 和洋

