
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  手に手つないで 
 

 

●ゲスト  
 

 

●ビジター  都城北 RC 樋口 正義氏 

□会⾧の時間        外山 俊明 

  皆さん今日は。 

 今週に入り一段と寒くなり、やっと、これぞ

師走と言えるような気候となりました。皆さん

風邪などひいていないでしょうか。まさしく今

この時期に、熱など出されると、周りから変な

うたがいをかけられてしまいます。くれぐれも

気を付けてください。 

 国際ロータリーでは、今月は疾病予防と治療

月間となっております。風邪予防と合わせて、

今一度、コロナ対策を十分に取り感染防止につ

なげてください。昨日 GoTo トラベルが全国で

一時停止されましたが、それでも年末年始は、

人の移動が多くなると思われます。三密を避

け、手洗いマスクの着用を徹底しましょう。 

来週は年末家族会の予定でしたが、毎年のよう

な１００名を超える人数が集まると、コロナ感

染リスクが高まるということで、残念ですが、

会員だけの懇親会とさせていただきます。それ

でもリスクがあるということは忘れずに、今年

を振り返りながら、楽しく過ごしましょう。 

 今日は、年次総会と言うことで、いよいよ次

年度前田・横山年度が動き出します。井福ガバ

ナー年度と合わせて、素晴らしい年度となりま

すように、願いながら、皆様のご協力を私から

もお願いします。 

 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地区社会奉仕委員会 委員長 名島 博 

社会奉仕委員会 地域小委員会研修会議題について 

別紙  

議題に則って地域ごとの小委員会を開催し報告書のご提出 

締切 令和３年４月１日（木）までに地区事務所 

②第 8期 2730RLI-DL 研修セミナー延期のご案内 

12 月 19 日（土）「第 8 期 RLI-DL 研修セミナー」は、

新型コロナ感染の急激な拡大により、延期 

今後の日程につきましては、未だ先行きが見えない

状況で、様子を見ながら日程を検討する予定 

□クラブ報告  

 

●来週 12/23（水） 夜間例会  18:30   

●1/27（水） 2月定例理事会 11:00 エトワール 

●都城地区 4ロータリー事務局  

 年末年始の執務について 

令和 2 年 12 月 26 日(土)～ 令和 3 年 1 月 3 日(日)休業 

 1 月 4 日（月）より通常執務 

 

 

第２１１１回 令和２年 12 月 16 日 



□出 席 報 告 
 

会員数       44 名 

出免数        4 名 

出席数      32 名 

出席率       80.0％ 

前々回修正出席率 12/2   82.5％ 

前回修正出席率 12/9   77.5% 

届出有 河中 中原 藤岡 惠島    

届出無 柳 福永(直) 脇丸 川畑  

ＭＵ会員 

12/11 都城  

 

12/15  

1 月定例理事会 

 

井福 𠮷原  

 

外山 高辺 髙橋 前田 横山 

小坂 船木 平川 藤岡 中原   

盛田 井福 𠮷原  

要ＭＵ会員 

（12/9） 

上田 河中 小田 穴井 柳  

福永(直) 川畑 馬渡 萩原 

ＭＵ無会員 

（12/2） 

河中 川畑 穴井 柳 脇丸   

福永(直) 宮原     

 

■委員会報告 
 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

□本日のプログラム 

 

別紙に掲載しております 

 

 

□ＳＡＡ報告 

 

●ニコニコ箱● 

穴井 慎一…皆様に心配をかけ申し訳ありません 

      でした。色々ありがとうございました。 

外山 俊明…先日、義父 田之上幸一の 21 回法要を 

      済ませました。お陰で皆さんとの縁が 

      出来ました。（妻・久美子）       

前田 吉基…次年度役員理事の承認頂きまして 

      ありがとうございます。 

吉田  努…山下会員宣伝ありがとうございます。 
樋口 正義…久し振りに来ました。 

宜しくお願い致します。 

横山真希子…穴井さん、お久しぶりにお顔がみれて 

      嬉しいです。 

●ロータリー財団● 

平川 靖三 

●青少年育成資金● 

前田 吉基 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 
 
◎今後のプログラム予定 
 
12/23（水）  夜間例会 
12/30（水） 祝日週の休会 
1/6 （水） 特別休会 
1/13 （水） 通常例会 （昼） 
 

 12/16 累 計 

ニコニコ BOX 8,000 141,800 

ゴールド BOX 2,785 42,178 

ロータリー財団 10,500 222,600 

米山奨学会 0 160,000 

教育振興基金 0 207,000 

ポリオプラス 0 28,120 

青少年育成資金 5,000 5,000 

 
 

 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  

クラブ管理運営 
山村 正一委員⾧補佐 
･12/23 は会員だけの 

夜間例会です。 
･1/13 の 4RC 合同新年例
会は中止になりました｡ 

国際奉仕（代理） 
高辺 晃也 幹事 
･世界大会,台北のｱﾝｹｰﾄ協力

よろしくお願い致します。 



□本日のプログラム 

 

 
 

 
 

 

 

  

三坂歴代会⾧より 
次年度役員理事発表 
 
総会にて満場一致で承認されました。 

  
🔷次年度理事役員🔷 

 
会  ⾧ 前田 吉基      幹  事 横山真希子 

副会⾧  吉田  努      会⾧ｴﾚｸﾄ 中原八重子 

幹事ｴﾚｸﾄ 東    淑恵      ＳＡＡ  内田建太郎 

会計(直前会⾧) 外山 俊明 

・理事 

 山下 直哉  馬渡 浩志  川畑 忠行 山村 正一  徳重 幸男       

各氏 

                              以上 12 名 

年次総会 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
           

 

…………………………………………………………………

………… 

次年度役員理事は一言ずつ挨拶 

山下 会員より重大発表 
お正月の素敵な過ごし方の紹介です。 
「『1/2 減塩しょうゆ』で食べる餅は最高です。」 

穴井 会員からお話 
近況説明 

 

井福ガバナーエレクトより 
今後の研修会等の説明 

 

都城市共同募金委員会  
 上田 推進委員 
 
『たくさん集まりました。 
 
皆さまの御協力ありがとうございます。』 
  


