
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  奉仕の理想 君が代 
 

 

●ゲスト 及び ビジター   

   都城中央 RC 三坂幸一郎 氏 

   井福GE事務所 事務局員 内村 葉
よう

さん 

7/29 分記帳 

   都 城 RC  川越 長倉 島津  

   都城北 RC  冨吉 小久保 

都城中央 RC 鶴田  藤岡   各氏 

□会長の時間        外山 俊明 

 

 

 

 

 

     手作り飛散ガードを！ 

 

皆さんこんにちは、長くて記録的な雨量を

もたらした梅雨がようやく開け、いよいよ

夏本番と言うときに、とうとう都城でも新

型コロナウイルスの感染者が出てしまいま

した。今年も暑くなる予報の夏を乗り切る

ために、英気を養うと楽しみにしていた、

納涼例会を中止しなければならなかったこ

とは、とても残念でした。まだ感染者が出

て２～３日しか経っておらず、感染の状況

が良く分からなかったこともあり、ゴルフ

同好会の皆さんにも、コンペの中止をお願

いしたところでした。 

日にちが経つにつれて、感染者の勤務先

や、感染場所、濃厚接触者の数など次第に

分かってきて、ひとまずは安心したとこ

ろ、今度は霧島酒造さんで感染者が見つか

りました。大きな会社で働いている方もか

なり居られるとのことで、都城でもクラス

ターになるのかと、大変心配しておりまし

た。幸いなことにクラスターにはならず、

少人数で抑えられていて、今後の状況を見

守るところです。また県の農林振興局の職

員関係者にも感染者が出て、これまた心配

したところです。 

宮崎県出身力士琴恵光が復活し、幕内自

己最多の１０勝を挙げお祝いムードとなる

ところですが、地元延岡では複数のクラス

ターが発生しており、それどころではない

と聞いております。せっかくの明るいニュ

ースなのに諸手を挙げてお祝いできないの

は悲しいことですね。 

このように何処で感染者が出るかわから

ない状況の中で、ロータリーの例会を開く

ことについて、会員そして会員の家族から

危惧されるところではありますが、いろん

な対策をとって望みたいと思います。例会
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中のマスクの着用と、手のアルコール消毒

はもちろんですが、例会場入り口では検温

をさせて頂きます。もし高熱の方がいれ

ば、入場をお断りし、保健所や病院の受診

をお願いします。座席についても間隔をと

るために、１テーブル４～５名程度させて

頂きます。食事中はなるべく会話は避けて

いただき、会話されるときはマスクを着け

てお話しいただけたらと思います。また演

台では話が聞き取りにくいといけないの

で、マスクを外して行うため、アクリル板

を設置させていただきます。 

隣の鹿児島県では、先日新規感染者ゼロ

を７月１６日以来久しぶりに確認しまし

た。これは県民と関係機関の協力と努力に

よってできたと思います。 

今宮崎県では、緊急事態宣言に近い状態

になっております。飲食店や夜のお仕事関

係の方、そしてそれに関係する事業者の

方々には再び厳しい状況になってきて大変

だとは思います。お店に行ってお助けした

いところですが、こればかりはどうしよう

もなく歯がゆいところです。私たちに出来

ることは、会員、会員家族、従業員スタッ

フ、そして自分たちの周りにいる方々が感

染しないように、感染を広げないように注

意し努力するしかないと思います。 

人前でのマスクの着用、手洗いうがいを

こまめに行う、なるべく密にならないよう

して、大声で話をしないようにしましょ

う。 

それと熱中症対策で水分補給はこまめに

行って下さい。 

会長の時間でした。 

 
□幹 事 報 告        高辺 晃也 

□報告 

〇都城 RC…8月例会中止の連絡 

８月 ７日（金）例会 中止  

８月１４日（金） お盆休会    

８月２１日（金）納涼例会  中止     

８月２８日（金）G公式訪問 中止 

（同日ガバナー４役懇談会 関係者で開催） 

〇都城北 RC…8月例会中止の連絡 

８月１１日（火）祝日週休会    

８月１８日（火）例会中止     

８月２５日（火）G公式訪問 中止  

（同日ガバナー４役懇談会 関係者で開催） 

 

〇都城中央 RC… 8/6（木）例会中止の連絡 

 

●風呂井ガバナー事務所… 

 ①ガバナー公式訪問  

  各クラブへアンケート調査 

  ②ロータリーレート ８月 １０５円 

  ③ガバナー事務所・都城地区事務所  

執務について 

 8/13（木）～ 8/15（金）お盆休暇       

  ④ガバナー月信 ８月号 

● ロータリーの友 ８月号 

 

□クラブ報告  

●来週 8/12（水）祝日週 休会 

●再来週 8/19 田村 G 補佐をお迎えしてクラ

ブ協議会  

●8/26（水） 風呂井 G公式訪問   

●都城地区３RC事務局執務について 

 8/13（木）～ 8/15（金）お盆休暇   

 

□出 席 報 告 

会員数       ４3 名 

出免数        4 名 

出席数      24 名 

出席率       61.54％ 

前々回修正出席率 7/22  祝日週休会 

前回修正出席率 7/29  コロナ休会 

届出有 上田 萩原  藤岡 馬渡   

盛田 脇丸 大西 穴井 

山下 林 宮原 河中  

届出無 柳 福本 川畑  



ＭＵ会員 

 

7/28 都城北 河中 萩原  

7/31 都城 上田 

8/4  都城北 山下 萩原  

7/15 定例 外山 吉田 横山  

高橋 船木 小坂 藤原 中原  

馬渡 井福 吉原  

要ＭＵ会員（7/29） コロナ 休会 

ＭＵ無会員（7/22） 祝日週休会 

 

 

 

 高橋 五男・高辺 晃也・平川 靖三各氏 

 

□本日のプログラム 

 

 

 

    【直前会計 平川 靖三氏】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小坂 SAA へ 

    外山会長より特注飛散ガード贈呈 

 

□ＳＡＡ報告 

●ニコニコ箱● 

三坂幸一郎…井福 GE、10 月の例会卓話お願いにきま

した。外山会長 後 11 ケ月です。頑張

りましょう！ 

船木 修一…決算が承認されました、ありがとうござ

いました。 

平川 靖三…誕生祝いありがとうございました。 

東  淑恵…８月より会社代表となりました。これか

ら奉仕の心で精進致します。 

高辺 晃也…誕生祝いありがとうございました。 

小坂泰一郎…内村さん井福 GE 事務所局員として頑張

って下さい。公私ともによろしくお願い

いたします。 

 

●ロータリー財団● 
三坂 昭一 
●米山記念奨学会● 
三坂 昭一 
●教育振興基金● 

三坂 昭一・棈松 豊治 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

◎今後のプログラム予定 
9/2  新会員卓話 
9/9  特別休会 
9/16  IA 活動報告 
9/23  祝日 
9/30  少年野球大会報告 

            
 

 8/5 累 計 

ニコニコ BOX 11000 51,300 

ゴールド BOX 2,986 12,925 

ロータリー財団 10,500 138,900 

米山奨学会 10,000 95,000 

教育振興基金 20,000 142,000 

 
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   当：東  淑恵 

誕生祝い 

船木年度決算報告 

井福 GE事務局開設 



 

     2020 年 8 月 20 日 

国際ロータリー第 2730 地区 

 各ロータリークラブ会長・幹事 各位 

 

                        

                                   ガバナーエレクト 井福 博文 

                         次期地区幹事   吉原 信幸 

                                 （都城西 RC） 

 

国際ロータリー第 2730 地区 

ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

 

謹啓  

残暑の候、皆様におかれましては益々ご健勝のこととお慶び申し上げます。 

さて、この度、国際ロータリー第 2730 地区ガバナーエレクト事務所を下記の通り開設致しま

した。 

何卒、より一層のご指導、ご鞭撻を賜りますようお願い申し上げます。 

                                 謹白 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

     国際ロータリー第 2730 地区 

井福 博文ガバナーエレクト事務所 

〒885-0072 宮崎県都城市上町 8-9 メインホテル 1F 

     TEL 0986-36-6130  FAX  0986-36-6131 

Ｅ-mail  ifuku2730@chic.ocn.ne.jp 

勤 務 時 間    9：00 ～  16：00  （土・日・祝祭日を除く）      

事 務 局 員    内村 葉（うちむら よう） 

  ※当事務所は 2021 年 7 月 1 日よりガバナー事務所に移行いたします。 

 

 

mailto:ifuku2730@chic.ocn.ne.jp

