第２０９６回

令和２年 7 月 1 日

●点鐘
●合唱

□会長の時間
奉仕の理想 ・ 君が代

●ゲスト 及び ビジター

なし

船木直前会長から外山会長へ
馬渡直前幹事から高辺幹事へ

外山年度の
スタートを
祝して♪

外山

俊明

とうとう始まってしまいました。第４６代会長とし
て、会長の時間を務めさせていただきます。
いきなり７月１日からの例会で、都城４クラブの中
ではトップバッターの会長の時間です。暦を見ると６
月３０日が最終例会ですので、トップとラストを務め
る形になります。最初と最後を務める良いことなので
しょうか。
新型コロナウイルスのおかげで、今年度の会長さん
方はペッツを受けられず地区からの資料を見ながら独
自で勉強しレポートを提出する形で終了と言うことに
なりました。ちょっと得した気分もあります。いまい
ちよく理解できていない部分もありますが、一応終了
証も頂きましたので良しとしましょう。
目標については後程就任挨拶でさせて頂きます今日
からレジ袋が一部有料化になりました。プラスチック
ごみを減らし、海洋汚染を防止する観点からだと聞い
ております。私たちロータリアンとして環境問題に取
り組む立場として、無視できないと思います。たかが
３～１０円程度の出費でも何回にもなるとかなりの額
になると思います。出来るだけレジ袋をもらわないよ
うに努力しましょう。
本日７月１日は私の結婚記念日です。ここ中山荘で
結婚式をしました。此処にいらっしゃる何名かの会員
にも結婚式に出席頂きました有難うございました。３
０年前も昨日のように前日から大雨で、飛行機が飛ば
ないかもしれないと親戚の出席が危ぶまれるほどでし
た、午後には収まり、当日の式には間に合いました。
当日も朝から強い雨でした。
今日も大雨になるかと、昨日から心配しておりまし
たが、安心しました。
スタートから大雨だとつまずく感じがして気持ちの良
いものでは在りませんね。
ちなみに夫婦の関係は３０年良好にいっているおと
思います。多分・・・
会長に時間でした。

□幹事報告

高辺

晃也

●2019-20 年度 喜島ガバナー事務所 …
①ガバナー事務所閉鎖のお知らせ（御礼）
6 月末日をもちまして閉鎖
7 月 1 日より９月末日まで 直前ガバナー
事務所として執務
②最終ガバナー補佐会議(奄美)のご案内
●風呂井ガバナー事務所…
①ガバナー事務所への移行について７/１より
国際ロータリー第 2730 地区
風呂井 敬ガバナー事務所
〒893-0064
鹿児島県鹿屋市西原 1 丁目 9‐10
ホテルさつき苑内
電 話
0994‐35‐1340
FAX
0994‐35‐1341

□委員会報告

なし

□本日のプログラム

会長幹事 就任挨拶
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。

②7/18（土）
、19（日）に開催予定の各会議
「WEB 会議へ変更」の案内
７/１８（土）広報・公共イメージクラブ委員長会
議７/１９（日）ロータリー財団セミナーの
③ガバナー月信 ７月号

出席担当
山下会員

7/15
7/22
7/29

□出席報告
会員数
出免数
出席数
出席率
前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有
届出無
ＭＵ会員

◎今後のプログラム予定

４４名
３名
４１名
85.37％
6/17
85.37％
6/24
85.37％
脇丸 中山 大峯
福本 柳 福永
なし

要ＭＵ会員（6/24） 脇丸 大西 中山 福本 柳
川畑
ＭＵ無会員（6/17） 中山 福本 森山 柳 脇丸
穴井

8/5
8/12

教育振興基金担当 卓話
祝日週の為 休会
納涼例会
例会 18:30～
懇親会 19:00～
場所 中山荘 ２階
インターアクト活動報告
祝日週の為 休会

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ
ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

1/8

計

11,000

117,200

2,746
0
0
0

36,937
260,000
164,200
172,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
委 員 長

： 平川

靖三

委員長補佐 ： 吉原

信幸

担

淑恵

当

： 東

７月 誕生祝い
棈松 豊治 会員
外山

俊明 会長

馬渡

浩志 会員
・脇丸会員

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

船木直前会長
馬渡直前幹事へ
感謝状 及び 記念品の贈呈
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出向者委嘱状伝達式

◆地区役員

井福
吉田

博文 会員、萩原 和洋 会員、吉原
努 会員、 東
淑恵 会員

信幸 会員

◆（公財）都城地区ロータリークラブ教育振興基金
髙橋 五男 会員、山村 正一 会員、内田建太郎 会員、河中
◆３ＲＣ事務局運営委員会

三坂

昭一 会員

功 会員

■本日のプログラム

会長幹事 就任挨拶
第４６代 外山

俊明 会長

第４６代会長を仰せつかった外山でございます。私にもとうと
う会長を受けなければならない時が来てしまいました。
義父 、田之上幸一が死去し、まだ４９日法要も済まないうちに、今は亡き柳田元会員に、すぐロ
ータリーに入会しなさいと勧められて、入会させて頂いてもう２０年目に入りました。それまでは
義父がロータリー・ロータリーと言って仕事を私や家族、社員に任せて毎週水曜日に出かけていく
姿を見て、ロータリーって何なんだと思っていました。
初めて参加したのが、クラブの２５周年例会にオブザーバーとしての参加だったと思います。何
もわからず、皆さんに紹介されいろんな方にお酌をされたのが始まりでした。その翌週に正式に入
会となりました。
それからいろいろな経験をさせてもらいました。いきなりの新入会員卓話や、地区大会報告など
をさせていただきました。初めての地区大会は宮崎で、何もわからず参加していました。大会につ
いてはほとんど覚えていませんでしたが、行き帰りのバスがとても楽しかったことを覚えています。
最初、親睦委員として納涼例会、年末家族会、観桜会をするにあたり、今はもう退会されました
が、先輩会員にとてもよく面倒を見ていただき、楽しくロータリーを満喫させてもらいました。そ
の頃はアフターロータリーと言って、例会後数人の会員と下のラウンジで雑談をたのしんでいまし
た。そこでいろんな企画を考えたと思います。
そうこうしているうちに２０年が経ちます。いろんな委員長や、幹事も２回も経験させてもらい
勉強というか、経験をさせてもらいました。
いよいよ次年度は、我が西クラブからガバナーが排出されます。今年度からいろいろと準備等で
忙しくなると思います。少しでも負担を軽減できるように、もっと会員を増やしたいと思います。
馬渡委員長をはじめ会員皆様よろしくお願いします。
あとで述べるクラブ基本方針で、クラブテーマを楽しいロータリークラブとしました、クラブ管
理委員会委盛田委員長をはじめ、委員の皆さん楽しいロータリー例会を考えていきましょう。
ロータリーの基本は奉仕です。奉仕プロジェクト委員会藤岡委員長はじめ会員の皆さん、少年野
球や、インターアクト、献血など我が西クラブは、奉仕プログラムが多彩です。よろしくお願いしま
す。
支援プログラム委員会中原委員長他委員の皆さん、目標に向かって頑張りましょう。また御坊南
RC や、韓国東蔚山 RC との交流についても、コロナの影響でどうなるかわかりませんが、考えてみ
ましょう。
広報公共イメージ委員会平川委員長他委員会の皆さん、毎週の週報作成に加え、西クラブの活動
を、世界に発信するように、ホームページの充実、マイロータリーに多くの会員が登録でするよう
に企画してみましょう。
スタートに当たり、皆さんにお願いしかありませんが、なにとぞご協力お願いいたします。
次に今年度のクラブ基本方針につて発表いたします。

クラブ運営基本方針
今年度 RI 会長はボルガー・クナーク氏（ドイツ出身）であります。
また、今年度 RI テーマは「ロータリーは機会の扉を開く」です。
ポールハリスが友人たちとロータリークラブを結成して１１５年になるそうです。それは親睦を
深め、相互扶助が目的だったといわれます。それから奉仕に取り組むことを通じて人とつながり、
世界中に広がりました。ロータリーは人との交わりを楽しむ場と考えます。そして奉仕する喜びが
できてくると思います。ロータリークラブに入会しているということは、多くの人と知り合う機
会、奉仕を通じて喜びを味わう機会を得られます。今年度の RI テーマはその基本的なことを目標
にしています。
風呂井ガバナーは、地区スローガンに「不易流行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応するク
ラブを」としております。
今 RI ではいろいろなことが変わってきています、会員資格、例会の回数、メークアップの有効
期間等以前と比べたら大きく変化しております。私たちクラブもそのような変化に対応しながら、
会員同士の親睦、奉仕することを楽しむようにしなければいけません。また、地区は、クラブの将
来をどのようなクラブにするのか展望を考える戦略会議を開くことを求めています。
そこで私は、今年度テーマを、「楽しいロータリークラブ」とします。
ロータリーが楽しくないと、職場にも影響が出るかもしれません、そうなると会員は減少し、新し
い会員も入会しません。楽しいロータリークラブにするには何が必要か１年間かけて、理事役員は
もちろん、会員皆さんと考える１年にしたいと思います。
今でもロータリーを楽しんでいられる方は多くいらっしゃいます、そうした方の意見を聞き、参
考にしながら、もっと楽しく、例会が待ち遠しくなり、例会に出席しなかったことを悔やまれるよ
うな例会が出来たらと思います。そうすることで、出席率が上がり、退会者が出ず、会員が増える
と思います。先ずは座席から工夫していきたいと思います。そして西クラブの将来が、楽しい充実
したロータリークラブであるように考える、戦略会議に取り組みます。
会員皆さんと共にもっと楽しい都城西ロータリークラブを作って行きましょう。
有難うございました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第４６代

高辺

晃也 幹事

皆さん、こんにちは
第 46 代外山会長年度に幹事に就任させて頂きます高辺晃也です。
都城西ロータリークラブに入会しまして 15 年になります。入会当
初から河中会員をはじめ皆様には分からない事があれば教えてもら
い助かり感謝申し上げます。今もなお楽しくロータリー活動を続け
られている要因だと思っております。
外山会長から電話で幹事への依頼があり、ロータリアンとしてまだまだ理解・勉強不足でしたの
で私のような者がクラブの要でもある重責を全うできるのか正直不安で自信がありませんでしたが、
外山年度で私も 50 歳に成りますし、孔子論語で「50 にして天命を知る」とありますように天が与
えてくれた使命だと前向きにとらえることができまして快くお引き受けいたしました。引き受けま
したからには外山会長の女房役として西ロータリークラブのために少しでもお役に立てるよう粉骨
砕身の努力をいたします。
本年度も新型コロナウイルス感染症の影響により例会・プログラム・事業計画の変更を余儀なくさ
れる事もあるかと思いますが、外山会長とこの一年間、如何なる局面においても常に話し合い理事
役員と力を合わせ会員の皆様が「楽しいロータリークラブ」になりますように努めてまいりますの
で、できるだけ例会に出席いただきまして出席率の向上にご理解とご協力の程、よろしくお願い申
し上げます。
幹事として至らない点が多々あるかと存じますが、何卒この１年間よろしくお願い致しまして幹事
就任挨拶とさせていただきます。

■ＳＡＡ報告

小坂 泰一郎

●ニコニコ箱●
外山 俊明･･･いよいよスタートです。一年間宜しくお願いします。
外山 俊明･･･誕生祝いを頂きました。
高辺 晃也･･･一年間外山会長と頑張ります。よろしくお願い致します。
棈松 豊治･･･外山会長 高辺幹事ご苦労さんです。
棈松 豊治･･･今日が私の誕生日です。ロータリーの誕生は私より３２年前です。
船木 修一･･･外山高辺年度の出発です。頑張って下さい。
船木 修一･･･賞状いただきました。ありがとうございます。
河中
功･･･外山会長年度楽しくやりましょう。
三坂 昭一･･･外山丸の出航を記念して。
萩原 和洋･･･外山会長 高辺幹事の輝かしい出航を記念して。１年間頑張って下さい！！
井福 博文･･･外山丸の出航を祝して！外山会長 高辺幹事一年間頑張って下さい。
馬渡 浩志･･･外山会長 高辺幹事 １年間宜しくお願いします。
天水 金作･･･外山年度の船出を祝して。
長友 喜信･･･外山高辺丸の出航を祝って。
平川 靖三･･･新年度と外山会長の結婚記念日を祝して。
内田建太郎･･･新年度会長幹事 よろしくお願い致します。
吉原 信幸･･･待ちに待った外山新会長年度スタートですね。高辺幹事と共に
西ロータリークラブを引っ張って下さい。
それといよいよ井福ガバナーエレクト年度です。色々とお世話に
なります。よろしくお願いします。
東
淑恵･･･外山会長 高辺幹事 １年間よろしくお願いします。
髙橋 五男･･･外山会長 高辺幹事 一年間頑張って下さい。
盛田 祐一･･･外山会長 高辺幹事 １年間頑張って下さい！！
藤岡 成学･･･外山会長 高辺幹事の船出を祝して。
小坂泰一郎･･･外山会長 高辺幹事 １年間頑張って下さい。
前田 吉基･･･外山会長 高辺幹事年度の船出を祝して。
横山真希子･･･外山年度が始まりました。幹事エレクト頑張りますので、よろしく
お願い致します。外山会長、結婚記念日おめでとうございます
●ロータリー財団●
高辺 晃也･･･ロータリー財団へ
吉原 信幸･･･財団担当様へ
吉田
努･･･外山高辺年度の門出を祝して。
中原八重子･･･外山年度 頑張って下さい❕
●米山記念奨学会●
吉田
努･･･外山高辺年度の門出を祝して。
中原八重子･･･外山年度 頑張って下さい❕
●教育振興基金●
吉田
努･･･外山高辺年度の門出を祝して。
中原八重子･･･外山年度 頑張って下さい❕

