
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 
 

 

●合唱  我等の生業 
 

 

●ゲスト 宮崎県立都城西高等学校 

       校 ⾧ 鍋倉 一幸 様 

       奨学生 ⾧友 翼 さん 

     宮崎県立都城農業高等学校 

       教 諭 久保 綾子 様 

       奨学生 川路 茄奈さん 
 

 

●ビジター  宮崎北 RC 安達 龍大 氏 

 

□会⾧の時間        外山 俊明 

 

 

 

 

 

 

 

皆さん今日は。すっかり春らしくなってきま

した。桜の花が待ち遠しいですね。わが社の業

務的にはまだまだ寒い方が良いのですが、やは

り温かい方が過ごしやすいです。 

今日は、教育振興基金奨学生、都城西高等学

校 ⾧友翼さん、都城農業高等学校 川路茄奈 

さんに来て頂いております。先日晴れてご卒業

され今後の進路に向けて、期待と不安の中過ご

されていることでしょう。今日はそのあたりに

ついてもご報告いただきたいと思います。 

大変残念な報告があります。西クラブの創立

メンバーで第 9 代会⾧を務められた広瀬忠雄氏

が３月６日にご逝去されました。９５歳だった

そうです。つい先日、お元気だったと吉田会員

に聞いたばかりだったので大変驚いておりま

す。老衰と言うことで、眠るように逝かれたと

聞きました。ご冥福をお祈りいたします。広瀬

さんは、いつもニコニコされ面倒見の良い先輩

だったと記憶しております。奥様とクルーズ船

で世界一周された時のお話は覚えております。

またゴルフ同好会で一緒にプレーしたときは、

まだ上田会員が入会したばかりの頃だったと思

いますがとても楽しそうに、本当にいつも以上

にニコニコしながらプレーされていたのを思い

出しました。退会されてしばらくなりますが、

以前は時々鷹尾の店にもお顔を出されていた

と、妻に聞いたことがあります。とても残念で

す。改めてご冥福をお祈りしたいと思います。 

話は変わりますが、明日は東日本大震災が発

生して１０年になります。ついこの間のことの

ようですが、時がたつのは早いものです。だい

ぶ復興も進んでいるようですが、福島をはじ

め、まだ４万人以上が避難生活を余儀なくされ

て居られます。早く元の生活を取り戻してもら

いたいものです。それにいまだに２百数名が行

方不明と言うことです、早く見つけてご家族の

もとに帰ってもらいたいと思います。改めて当

時の映像を見ると、揺れのすごさ、津波の大き

さ破壊力のすごさを思い出させます。このこと

を教訓に災害に強い日本を作ってもらいたいと

改めて思います。 会⾧の時間でした。 

第２１１６回 令和３年３月１０日 



□幹 事 報 告        高辺 晃也 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□報告                
●風呂井ガバナー事務所… 

①宮崎県ｸﾞﾙｰﾌﾟｸﾗﾌﾞ会長会議(ZOOM)開催について 

県別クラブ会長（ZOOM）会議を開催 

3 月 27 日（土） 13：30～15：00 

（オープン 13：00） 

②職業奉仕ｾﾐﾅｰ(ZOOM による)開催のご案内 （再） 

  各クラブより職業奉仕委員長、 

または会長、幹事、会長エレクト 

締切３月５日（金）まで 

 3 月 20 日（土・祝） 13：30～15：30 

●井福 GE事務所… 

①国際ロータリー第 2730 地区 2021－2022 年度 

会長エレクト研修セミナー開催のご案内 

2021 年 4月 3日（土）～4日（日） 

３日 午後 1時～  （受付 12 時半）～ 

４日 午前 9時～12 時（受付 8時半） 

場 所  ホテル中山荘（都城市） 

登録料  10,000 円（懇親会費を含みます） 

懇親会  ３日 18時～ 

各 RC にて出席者人数分をまとめてお振込み下さい 

□クラブ報告  
●来週 3/17（水）休会 

●3/18（木）４RC４役会 （都城中央 RC 担当） 

18:30～  中山荘 
□出 席 報 告 

会員数       45 名 

出免数        5 名 

出席数      35 名 

出席率       87.50％ 

前々回修正出席率 2/24   祝日週の為 休会 

前回修正出席率 3/3   85.00％ 

届出有 大峯 藤岡 森山     

届出無 柳 福永   

ＭＵ会員 
3/6 次期地区ﾁｰﾑ 

     研修ｾﾐﾅｰ 

 

井福 𠮷原 吉田 外山 高辺 

前田 小坂 盛田 東       

要ＭＵ会員（3/3） 穴井 宮原 福永 川畑 木下 

柳  

ＭＵ無会員（2/24） 祝日週の為 休会 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

■委員会報告 

 

  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 
 
3/24（水） インターアクトクラブ年間活動報告 
3/31（水） 特別休会 
4/7（水）  夜間例会 
 

 3/10 累 計 

ニコニコ BOX 6,000 178,800 

ゴールド BOX 2,731 54,294 

ロータリー財団 0 222,600 

米山奨学会 0 171,000 

教育振興基金 12,000 220,000 

ポリオプラス 0 28,120 

青少年育成資金 0 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 

25 ヵ年 吉田 努 会員 



 

 
  

■本日のプログラム 

都城農業高校 川路さん 

陸上部のマネージャーとして 3 年間活動。 

宮崎学園短大で保育士の勉強をします。 

 

都城西高校 ⾧友さん 

福岡の帝京大学で放射線技師に 

なるために勉強します。 

都城西高校 鍋倉校⾧ 

『花を支える枝、枝を支える幹、幹を支える根。根は 

見えないんだな～』相田みつを。奨学金は見えない根の 

役割でしょうか。有難いと思います。 

コロナ禍で「かわいそうな 3 年生」と言われたりします

が、私は逆に「貴重な体験ができた 3 年生」であると 

考えたいと思います。 

教育振興基金 奨学生 報告 

支援プログラム 中原委員⾧より挨拶 

（公財）都城地区ロータリークラブ教育振興基金の説明 

今年 3 月に卒業される奨学生の紹介  

 

都城農業高校 久保先生 

奨学生制度は有難いし、素晴らしいものだと思います。 

今後も継続して下さるよう希望します。 



 

 
 
 

●ニコニコ箱● 

外山 俊明…長友さん川路さんご卒業おめでとうございます。今後も頑張って下さい。 

吉田  努…皆勤賞ありがとうございます。ゴルフも優勝でした。 

中原八重子…奨学生お二人と先生にきてもらい、ありがとうございました。 

小坂泰一郎…長友さん、川路さんご卒業おめでとうございます。これからも頑張って下さい。 

●教育振興基金● 

平川 靖三…ご卒業おめでとうございます。 

萩原  和洋…教育振興基金へ 

木下マリセル…FIGHT ！！ 

 

……………………………………………………………

中原 会員 

・サンプラザホテルでクラウドファンディングを 

やっております。 

・ホテルのことをより知ってもらえましたら幸いです。 

 

惠島 会員 

・たこ焼きの店舗を敷地内に新設しました。 

・スペシャルカレーメニューも始めました。こちらも 

 よろしくお願いいたします。 

 
井福 ガバナーエレクト 

・次期地区チーム研修セミナーを 3/6（土）開催しました。 

 皆様のご協力に感謝いたします。 

・教育振興基金は都城の 4 つのロータリークラブで 

運営しております。 

・ロータリーでは、海外への留学制度も行っておりますので 

 ぜひ、ご検討いただければと思います。 

■本日のプログラム 番外編 

温水会⾧    田口利文さん    外山会⾧  田村 G 補佐 

（都城）  （医師会会⾧総病院⾧） （都城西） （都城中央） 

末田秀人さん    中原会⾧    三坂会⾧     

（副医院⾧外科部⾧）  （都城北）  （都城中央） 

【都城市郡医師会コロナ病棟従事者へ支援金贈呈】 


