
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●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        外山 俊明 

  皆さん今日は。 

 今日は、小田さんを新しい仲間として迎えら

れたことを心よりお慶び申し上げます。これか

ら続くロータリーライフを楽しんでください。

この喜びがもっと増えることを願います。 

１１月になりました。あっという間に３分の１

が過ぎてしまいました。多分歴代の会⾧さん方

もこうしてカウントダウンされてたのでしょ

う。まだまだ折り返しには 2 ヶ月ほどあります

ので、まだ先は⾧いです。 

 当初の計画では、今月は姉妹クラブの御坊南

ロータリークラブの創立４５周年式典に、多く

の会員で参加する予定でしたが、新型コロナウ

イルスの影響で、早々に式典が中止となり、御

坊に訪問することが出来なくなりました。それ

ならば、我がクラブの４５周年式典に来てもら

うことも考えましたが、今の状況では、コロナ

の終息のめども立たず、我がクラブの式典も開

催を考えなくてはならなくなりました。それに

加えて、年が変わり来年になると、井福ガバナ

ー年度に向けて、地区役員研修会や、ペッツ、

地区協議会などのいろいろな研修会や行事の準

備等も重なり、会員さん方も忙しくなり周年式

典どころではなくなると思います。 

 そこで、御坊南ロータリークラブの皆様方に

は来年の井福ガバナー主催の地区大会に来てい

ただこうと思います。 

 そうなると、毎回周年式典の場で行ってき

た、姉妹クラブの調印式が伸びてしまうことに

なってしまいます、そこで御坊南の会⾧と話を

して、まだコロナウイルスの冬季の流行前に、

私たちクラブが出向いて、調印を行うことにし

ました。私と、前田会⾧エレクト、横山幹事エ

レクトの３名で２４日の例会に参加して調印を

してきます。高辺幹事は、もし訪問中に私たち

がウイルスに感染してしまうと、会⾧幹事エレ

クト、まで例会に出席できなくなることを考え

ると、西クラブがストップしてしまうかもしれ

ないので、もしもを考えて残念ですが残っても

らうことにしました。 

 調印だけではなく、もちろん来年の地区大会

の宣伝と、参加の依頼もしっかりしてきます。 

 そこで皆さんにご提案なのですが、今御坊南

との交流は、５年ごとのお互いの記念式典の時

のみとなっております。これはどういう経緯で

こうなったのか知りませんが、せっかく姉妹ク

ラブとして成っているのに、５年は⾧いと思い

ませんか。韓国の東蔚山ロータリークラブとさ

え毎年の交流を行っております。せめて間の３

年目ぐらいにどちらかが訪問し、交流出来るよ

う御坊南にも提案したいと思っております。も

しその経緯についてご存じで、意見等ありまし

たら、次週の理事会前までに言って頂けたら参

考にして考えたいと思います。 

 他にも、御坊南に行って交流したい会員もお

られるとは思いますがこのコロナ禍のなかご理
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解を頂きたいと思います。来年にはたくさんの

御坊南の会員様たちが地区大会を盛り上げに来

てくれると思います。 

 訪問報告は来月初めに予定しております。 

 会⾧の時間でした。 

  

□幹 事 報 告        高辺 晃也 

□報告 

●風呂井ガバナー事務所… 

① 喜島ガバナー年度慰労会及び井福博文

ガバナーエレクト壮行会のご案内 

 7 月に予定しておりました喜島ガバナー年

度の慰労会及び、2021 年 2 月 7-11 日、米国

フロリダ州オーランドでの国際協議会出席

のため渡米される井福博文ガバナーエレク

トの壮行会を下記のとおり開催。 

日 時  2020 年 12 月 5 日（土） 17：30

受 付  18：00 開宴 

場 所  ホテル中山荘（都城市松元町 3 街区 20    

TEL： 0986-23-3666） 

参加費  ７，０００円（お一人） 

②ガバナー月信 11 月号 

③ロータリーレート 11 月 104 円 

●ロータリーの友 11 月号 

●社会福祉法人宮崎県共同募金  

都城市共同募金委員会 会⾧ 木脇 義紹 

  令和２年度赤い羽根共同募金運動への

ご協力お願い 

           期間 10/1～12/31 

□クラブ報告  

● 11/18 （ 水 ） 12 月 定 例 理 事 会     

11:00  エトワール 

●御坊南 RC 訪問 11/24・11/25 

●11/26（木）次年度理事役員指名委員会   

18：30  中山荘 

 

□出 席 報 告 

会員数       44 名 

出免数        4 名 

出席数      29 名 

出席率       72.5％ 

前々回修正出席率 10/28   82.05％ 

前回修正出席率 11/4   祝日週のため休会 

届出有 ⾧友 藤岡 大西 穴井 平川  

河中 柳 脇丸 川畑  

届出無 盛田 福永(直) 

ＭＵ会員 

10/28  

11 月定例理事会 

10/29  

都城中央 RC 

 

外山 高辺 小坂 船木 平川 

中原  馬渡 𠮷原 

 

藤岡 萩原   

要ＭＵ会員 

（11/4） 

 

祝日週のため休会 

ＭＵ無会員 

（10/28） 

脇丸 穴井 河中 川畑 盛田  

福永(直) 柳   

 

□本日のプログラム 

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 
11/18  ロータリー財団 会員卓話 
11/25  祝日週のため休会 
 

 11/11 累 計 

ニコニコ BOX 12,000 118,300 

ゴールド BOX 2,442 32,372 

ロータリー財団 10,400 170,400 

米山奨学会 0 150,000 

教育振興基金 0 207,000 

ポリオプラス 3,120 20,120 

 
 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  



  

小田 浩司 氏  

（職業分類：ビル総合管理） 

■委員会報告 

 
4 ヵ年 船木 修一会員 

中山 忠彦  会員 

横山 真希子 会員 

 

発起人 中原八重子 会員より 

大西 和博会員の還暦祝いの会への 

参加お願い 



 

 

 

・木下マリセル会員卓話 
 

フィリピン・セブ島出身で日本に来て 11 年 

高崎に住んでいます。日本語はしゃべれます

が、文字は書くことは出来ません。ロータリ

ーに入会して 9 カ月経ちますが、色んな事を 

経験したり、勉強したいです。 

よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

 □SAA 報告 

□本日のプログラム 

・井福ガバナーエレクトより次年度地区大会の決起集会の参加お礼 

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

 

●ニコニコ箱● 

外山 俊明…小田さんの入会をお喜び申し上げます。 

外山 俊明…ハニーすばらしい日本語の話しありがとうございます。 

高辺 晃也…小田会員、入会おめでとうございます。 

井福 博文…小田会員の入会を心から歓迎致します。 

      一緒に楽しくロータリー活動をしましょう。 

中山 忠彦…誕生日祝いを頂きました。ありがとうございます。 

中原八重子…小田さん入会おめでとうございます。 

木佐貫鐵蔵…小田会員 入会おめでとうございます。 

木下マリセル…小田さん一緒に楽しみましょう。 

小坂泰一郎…小田 浩司さん 入会おめでとうございます。 

      一緒にロータリーを楽しみましょう。 

小坂泰一郎…先日 11/7 井福年度、地区大会決起集会へ多くの会員の方が 

      参加いただき、ありがとうございました。皆で頑張りましょう 

東    淑恵…年賀状印刷の季節になりました。お気軽にお声かけ下さい。 

      小田さん西クラブへようこそ！！ 

船木 修一…皆勤賞を頂きました。ありがとうございます。 

      小田新会員の前で重ねてありがとうございます。  

●ロータリー財団● 

松 豊治…財団委員⾧ご苦労さんです。 

●ポリオ● 

松 豊治…ポリオへ 


