
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱  奉仕の理想 

●ゲスト なし 

●ビジター  

 都城 RC～  黒木 誠朗 後藤 雅彰 島津 久友 

       堀之内芳久 川添 正浩 江上 博和 

            川越 宏行 二見 康之 吉原 和雄 

 都城北 RC～ 佐伯浩一郎 島田 耕司 

       水久保 誠 中村 かよ 

 都城中央 RC～森山 辰雄 塩屋三智年  

               伊賀崎 繁         各氏 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんばんは、4 回目の会長の時間となりまし

た。先ずもって別府会員、ご入会おめでとうございま

す。私たち都城西ロータリークラブはご入会を熱烈に

歓迎いたします。船木会員には入会に際し大変ご尽力

頂きましてありがとうございます。本日のゴルフにて

お支払いした甲斐がありました。別府会員が素晴らし

いロータリーライフを送ることができるよう、引き続

き西クラブの皆さんと一緒に、サポートやロータリー

の魅力をお伝え頂ければと思いますので、どうぞ宜し

くお願いいたします。8 月は会員増強拡大月間となっ

ております。最高のスタートを切ることができました

が、会員増強メーターがどしどし増えていくよう皆ん

なで増強活動に努めましょう。何より新たな出会いは、

楽しさや多様性を生み出し、私たち一人一人がより豊

かなロータリーライフを手にする事に繋がります。井

福ガバナーも公式訪問で忙しい中ご出席頂いており

ますので、さぞお疲れかとは思いますが、この度の入

会を迎え、いくらか疲れも癒やされたのではないでし

ょうか？さて、今宵は納涼例会、本来であれば配偶者

の方にもお越し頂きたいとこではあるのですが、再び

全国的に新型コロナウィルスが感染急拡大している

状況であること、新型コロナワクチンもまだ安心でき

る摂取率ではないだろうと判断し、会員のみでの開催

とさせて頂きました。１２月の年末家族会はフルスペ

ック開催できるよう願っております。今夜は盛り上が

っていきましょう！とはいきませんが、こまめに消毒

をし、適度に距離をとり、会話を楽しむ時はマスクを

する事で、リスクは最小化できると考えます。より一

層、親睦が深まり楽しい夜になれば何よりです。また、

この度の納涼例会を開催するために、クラブ運営管理

委員会の山下委員長をはじめ委員の皆さん、徳重会員

には会場設営を、小坂会員には懇親会の催しを手配頂

きました、ありがとうございます。東京オリンピック

も終盤に差し掛かりましたが、日本の勢いは衰えず、

様々な印象的シーンが繰り広げられています。ちなみ

に東京大会の３つの基本コンセプトが「全員が自己ベ

スト」「多様性と調和」「未来への継承」ということで

すが、これらはロータリーにおいても大切なことです

ね。 最後に、本日、宮崎県は警報レベルをレベル３

(感染拡大緊急警報)に引き上げました。 

都城市にも８月６日から８月２４日まで感染警戒

区域(オレンジ区域)としていくつか要請が出されま

した、今後の推移を注意深く見守りたいと思います。
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会員の皆さまにおかれましてもお身体には十分ご注

意頂くことをお願いして、会長の時間とさせていただ

きます。ありがとうございました。 

幹事報告       横山真希子  
 
□報告                        
□地区 他クラブ 他団体 報告 
 
●井福ガバナー事務所… 
 
①都城地区事務所 
（ガバナー事務所）の夏季休暇について 

お休み   2021 年 8 月 13 日（金）～ 15 日（日） 
 
②8 月ロータリーレート １１０円*現行 １１１円 
 
③ガバナー月信 8 月号 
 
④第 2620 地区 熱海豪雨災害被災地義捐金のお願い 

    8 月 31 日締切  
 各クラブ取り纏めてガバナー事務所へ振込下さい 
 
●ロータリーの友 8 月号 
 
□クラブ報告  
 
● 8/5（木）少年野球連盟との打ち合わせ  

 19:00 中山荘 
 
●来週 8/11（水）例会休会 
 
●都城地区３RC 事務局 お盆休暇 

 2021 年 8 月 13 日（金）～ 15 日（日） 

 

□出 席 報 告 

 

□委員会報告   

             なし 

 
 
□本日のプログラム  
     

納涼例会 
      

     ※別紙に掲載しております 
        

□ＳＡＡ報告 
 

●ニコニコ箱● 

 

前田 吉基…別府会員ご入会おめでとうございます。 

      ロータリーライフを楽しんで下さい。 

船木 修一…別府先生 入会おめでとうございます。 

吉田  努…本日、ゴルフコンペにおきまして会長賞

を頂きました。ありがとうございます！ 

 

●教育振興基金●   

 

船木 修一…夢見る高校生の皆さんのために!!        
       
         
 
 
 
◎今後のプラグラム予定 
8/18（水） 会員増強フォーラム① 
8/25（水） IA 年次大会報告・助成金授与 
 

 

 

 

 

 雑 誌 会 報 ・ イ ン タ ー ネ ッ ト ・ 広 報 委 員 会 

委 員 長：川畑 忠行 

委員長補佐：福永 直人 

担   当：盛田 祐一 

       木下マリセル 

      小田 浩司 

 

会員数 45 名 

出席免除者数 5 名 

出席数 26 名 

出席率 65.00％ 

前々回修正出席率 7/21 休会 

前回修正出席率 7/28  87.18％ 

届出有 平川 盛田  藤岡 柳 馬渡   

森山 脇丸 穴井 宮原 𠮷原  

小田 外山 福永       

届出無 吉元  

MU 会員 

7/29 頴娃公式訪問 

7/30 鹿児島 〃 

8/2 鹿児島中央〃 

8/3 都城北 RC 

 

井福 𠮷原   

井福 𠮷原 

井福 外山  

徳重    

要 MU 会員(7/28) 盛田 柳 福永 森山 脇丸   

MU 無会員(7/21) 祝日週の為 休会  

 8/4 累 計 

ニコニコ BOX 5,000 38,000 

ゴールド BOX 2,356 10,890 

ロータリー財団 0        $600 

米山奨学会 0 47,000 

教育振興基金 3,000 134,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 0 13,900 

…………………………………………………………… 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□本日のプログラム 

 

           
 

   

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 
  別府 英樹 氏 

（職業分類：市立学校） 

前田会長 挨拶 

……………………………………………………………

乾杯 船木歴代会長  



 


