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関係していると思います。
自分の職業をしっかりと誠実にすることで、社会貢献
●合唱
手に手つないで
になるという思想ですので、難しいことかもしれません
が、志さえあれば、だれにでもできるはずです。
●ビジター 都城北ＲＣ
隅倉 啓造 様
また、現在は同業でも複数の会員が認められています
都城中央ＲＣ 小坂 恭子 様
が、その業種を代表してロータリークラブに在籍してい
るという意識もたいせつだと思います。そういうプライ
ドと緊張感をもって誠実な仕事をし、適切な報酬を得る
□会長の時間
平川 靖三 ということが職業奉仕であると考えます。
わたし自身、対外的な奉仕活動はそんなに積極的にや
みなさんこんにちは。
りたいという性格ではありませんが、
職業奉仕であれば、
1 月の最後の例会になってしまいましたが、今月は
できるのかなと考えておりますし、だからこそ、ロータ
職業奉仕月間でありました。
ロータリークラブには５大奉仕と言われるものがあ リークラブに２０年近く在籍できているような気もしま
りまして、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕、青少年奉仕、 す。
皆様方には、そんなことは当然のごとく実践されてい
そしてクラブ奉仕の５つであります。
ることと存じますが、わたしとしても、あらためまして、
その中でも、ロータリアンにとって、
「職業奉仕」と
いう言葉は、金看板のようなものだと考えておられる ことしも一年間、一生懸命、誠実に自分の業務に取り組
会員は多いとおもいます。奉仕を掲げるクラブ・団体は んでまいりたいと考えます。
たくさんあるわけでして、公共物の清掃であったり、障
害者あるいは貧困など弱者に対するボランティア的な
奉仕活動はいろんな団体が行っていることでもあり、
職業奉仕こそがロータリークラブらしさであると言っ
てもいいのではないかと思います。
わたしとしても、
「職業奉仕」は好きな言葉でありま
□幹事報告
馬渡 浩志幹事ｴﾚｸﾄ
して、自分の職業を通じて社会に貢献するという内容
に共感するからです。また、このことは、自分の職業に □報告
●川原 篤雄ガバナー事務所…
対する道徳的水準を高めることでもあり、誠実に仕事
①Ｒ財団委員会…第２次地区補助金申請受付は
をし、信頼されるということでもあります。
実施しない通知
昨今、企業の不祥事がニュースになることもありま
ロータリー財団委員会では検討の結果、2018す。偽物の商品を売ったり、粗悪品を販売したり、顧客
19 年度の「第２次地区補助金申請受付」は申請
の利益より自分の利益を優先するような商売は許され
金額が地区補助金限度額を超過しましたので、第
ないことです。残念ながら、ちまたには悪徳商法と呼ば
２次地区補助金申請受付は実施いたしません。
れるものであったり、ブラック企業と言われるようと
ころもあります。ただし、ロータリークラブの会員であ
②後期 地区関係資金納入のお願い
れば、そんな心配はせずに、安心して取引ができる。そ
ういう信頼関係こそがロータリークラブの原点である
③霧島ロータリークラブ 事務局移転のお知らせ
と思います。
2 月 1 日より新住所へ移転
そもそも、ポール・ハリスがロータリークラブを創設
≪新住所≫
したのは、不況で殺伐とした社会環境のなか、信頼でき
鹿児島県 霧島市牧園町高千穂 3311
る会員相互で仕事をしたいという意味あいがありまし
霧島ゴルフクラブ内
た。1 業種ひとりという縛りがあったのも、このことに

●点鐘

④公益財団法人 ロータリー日本財団
ベネファクター認証状 ピン 井福 博文会員
ポールハリスフェロー マルチプル第２回目
鎌田 博文会員
ポールハリスフェロー マルチプル
第１回目 吉原 信幸会員 脇丸 孝和会員

□出席報告
会員数
出免数

４２名
２名

出席数
出席率

29 名
72.11％

前々回修正出席率

●喜島健一郎ガバナーエレクト事務所…
2019－2020 年度地区チーム研修セミナー開催
2 月 16 日（土）午前 10 時～午後 5 時
ニューウェルシティ宮崎 登録料
5,000 円
対象： Ｇ、ＰＧ ガバナーノミニー、
ガバナーデジグネート、次期ガバナー補佐、
次期部門長、次期正副委員長及び次期委員
●2730 ジャパンカレントロータリーE クラブ
創立５周年記念式典及び祝賀会のご案内…
２０１９年６月２３日（日）
登録受付 １０時３０分
式
典 １１時００分（１２時終了予定）
祝 賀 会 １２時０５分（１３時３０分終了予定）
会 場：メインホテル
登録料：ロータリークラブ会員
７，０００円
ローターアクトクラブ会員 ４，０００円

前回修正出席率

永野
鎌田
川畑

届出有
届出無
ＭＵ会員
1/19 第１回地区
青少年奉仕部門協議会
1/23

1/24

●都城泉ヶ丘高等学校 定時制 …
第７０回卒業式のご案内
2/28（木）10:00～
義友会館

11:00

小坂

平川
東

盛田 井福 馬渡 森山 外山
福永 高辺 小坂

都城中央ＲＣ

徳重

藤岡

瀬川

中山

要ＭＵ会員（1/23） 河野 永野 船木 吉田 福本
川畑

柳

ＭＵ無会員（1/11） 河野 永野 福本

□本日のプログラム

新入会員 卓話
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。

◎今後のプログラム （予定）
２／１３
祝日週の為、休会
２／２０
会員卓話 （国際奉仕）
２／２７
会員卓話 （姉妹クラブ）

●内田建太郎会員…法律事務所開設のご案内

□クラブ報告
●2/27（水） ３月定例理事会

藤岡 河野 盛田 森山
福永
柳 福本 中村

２月定例理事会

●奄美中央 RC 創立 40 周年記念式典及び祝賀会
2019 年 4 月 26 日（金） 奄美観光ホテル
式典
16:30～18:00
祝賀会
18:15～20:45
登録料 会員 7,000 円 ご同伴者 5,000 円
●公益財団法人 ロータリー米山記念奨学金
米山功労クラブ
第８回目 感謝状

92.50％
82.50％

1/11
1/23

中山莊

●本日 1/30（水） 18:30 中山莊
ソフィアさん ホストファミリー担当 引継式
都城西ＲＣ 久保田氏 →
都城中央ＲＣ 冨吉会長へ引継

1/30

計

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

6,000

200,603

ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

2,481

40,890

12,200

235,000

5,000

212,000

0

162,000

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
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 ： 東
淑恵
委員長補佐 ： 前田 吉基
担
当 ： 萩原 和洋

ベネファクター
井福

博文 ＧＮＤ

マルチプル・ポールハリスフェロー
第１回目

吉原
脇丸

信幸 会員
孝和 会員

【ベネファクターとは？】
１０００$以上を恒久基金に寄付した方。
【ポール・ハリス・フェローとは？】
年次基金、ポリオ・プラス、承認された財団補助金のいずれかに1,000 ドル以上を寄付した方。
また、さらに追加で1,000 ドルを寄付するごとに、「マルチプル・ポール・ハリス・
フェロー」として認証される。
寄 付 額
1,000$～1,999$ まで
2,000$～2,999$ まで
3,000$～3,999$ まで
4,000$～4,999$ まで
以下 9,999$まで

認 証
ポール・ハリス・フェロー
１回目 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
２回目 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
３回目 マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
以下、８回目まで

□本日のプログラム

山村 正一 会員
事業内容の紹介
家族について
趣味はゴルフ・アウトドア・野球
（ソフトバンクファン）
吉田会員の推薦で入会し、４ヶ月経ち
居心地の良いクラブだと思っています。
もっと早く入会しておけばよかったと思いました。
これからも親交を深めていきたいです。

内田 建太郎 会員
２月１日から独立して、
「内田法律事務所」を開設します。
司法試験までの事について
修習生となり、埼玉で研修をしていました。
弁護士の話について
色々なタイプの方がいるが、自分は町の弁護士
何かあった時のかけこみ寺のような弁護士を
目指しています。

下西 慎吾 会員
都城西クラブ入会の感想
自社不動産業について
自社の屋号 「Ｆｒｏｇ」について

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

□ＳＡＡ報告
●ニコニコＢＯＸ●
平川 靖三･･･新会員の卓話ありがとうございました。内田さん 新事務所おめでとうございます。
脇丸 孝和･･･賞をいただいて。
井福 博文･･･ベネファクター認証状と記章を頂きました。これからもＲ財団を支援して参ります。
小坂泰一郎･･･山村さん 西ロータリーを楽しみましょう。
小坂泰一郎･･･内田さん 西ロータリーを楽しみましょう。
小坂泰一郎･･･下西さん 西ロータリーを楽しみましょう。
●ロータリー財団●
吉原 信幸･･･２回目のポールハリスフェロー頂きました。３回目を頑張ります。財団へ内金です。
森山謙太郎･･･ロータリー財団へ
●米山記念奨学会●
中山 忠彦･･･久し振りに例会に出席しました。とりあえず米山へ少々。

