
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱  奉仕の理想 

●ゲスト 宮崎県赤十字血液センター 

      献血推進課長 清田 雅 様 

      専門主任   杉山 英樹様 

●ビジター  

（9/8 記帳） 

都城 RC～  島津 久友 

 都城中央 RC～鶴田 貞久 小坂 恭子 

冨吉 博文 

（9/15 記帳） 

都城中央 RC～鶴田 貞久 小坂 恭子 

冨吉 博文 

（9/29 記帳） 

 都城中央 RC～鶴田 貞久 

                   各氏 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、会員の皆さまにお会いでき大変

嬉しくそして安心いたしました。 

8/4(水)納涼例会以来、長いトンネルを抜け、5 回目

の会長の時間となりました。全国的な新型コロナウィ

ルス感染急拡大に伴い、本県においても県独自の緊急

事態宣言・まん延防止等重点措置が発令されました。

例会をどうするか思い悩みましたが、県の要請に鑑み、

誠に心苦しく残念ではございましたが例会の中止を

判断いたしました。 

安全を最優先した事とはいえ、例会を楽しみにされ

ていた会員の皆さまには申し訳なく存じます。全国的

な取り組みにより、新規感染者数も昨日時点で、全国

986 名、東京 144 名、宮崎県 5 名とかなり減少してま

いりました。この間、岸田内閣が発足し、「新しい資本

主義」「令和版所得倍増」「成長と分配の好循環」等を

掲げておられます。自民党の野党転落以来、国民の声

をノート 30 冊近く書き溜め読み返し政策に活かして

いるとの事です。今こそコロナ禍で疲弊した経済や国

民の心に、希望の光をもたらすような政権運営を願う

ばかりです。 

さて、今日から明日、井福ガバナーは延岡ＲＣ・延

岡中央ＲＣに公式訪問および、市長への表敬訪問が予

定されております。私も一昨日、公式訪問アテンドと

して延岡東ＲＣへ行って参りました。直近では野中玄

雄パストガバナーを排出された会員数 59 名のクラブ

です。突出した特色として、例会出席率 99.32% 創立

以来平均出席率 98.32%と驚異的な数値を誇り、Ｒ財

団・米山も常に 2730 地区トップクラスの寄付金をよ

せています。例会前の懇談会の折、井福ガバナーから

その秘訣を尋ねられても、皆さん一様にずっと何でだ

ろう？…強制のようなものは無く、先輩の背中を見て

きたからとの言葉に伝統の力を感じます。またカトレ

ア会というご婦人だけの会があるのも、ロータリーク

ラブへの理解や関わりの深さに起因しているのかも

しれませんね。それぞれのクラブに特色があり、だか

らこそロータリーの面白さなのだろうと思います。 

ずっと延期されていた少年野球大会もようやく再
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開され、10/17(日)に 3 位決定戦・決勝、閉会式が開催

できる見込みとなりました。子供たちの生き生きとし

たプレーを見て、活力を分けてもらおうと思います。

またメダルがもらえる新人戦という事で、子供たちも

毎年楽しみしているとのことです。奮ってご参加の程、

よろしくお願いします。 

ご参加といえば 10/20(水)は献血例会が開催されま

す。本日は、宮崎県赤十字血液センターより献血推進

課長 清田雅様、専門主任 杉山英樹様にお越しいただ

いております、後ほど献血についてご案内の卓話を頂

戴いたしますので、是非、理解を深めていただき、ロ

ータリアンとして社会奉仕として、命を守る献血活動

に皆さまのご協力をよろしくお願いします。以上、会

長の時間でした。 

 

幹事報告       横山真希子  
□報告                        
 
□地区 他クラブ 他団体 報告 
●井福 博文ガバナー事務所… 
①ガバナー月信 9.10 月号（9 月号 前田会長 掲載） 
②ロータリーレート 10 月 112 円  
③2022-23 年度  2023-24 年度 

 ガバナー補佐選出のお願い 
④小冊子のご案内「会員増強物語」各クラブ ２冊 
 
●ロータリーの友 9.10 月号 
●米山記念奨学会 10 月月間 

  「ロータリー豆辞典」等資料 
●社会福祉法人宮崎県共同募金 
  都城市共同募金会 会長 木脇 義紹氏 
  令和 3 年赤い羽根共同募金運動への協力お願い 
●島津発祥まつり振興会  

 令和 3 年島津発祥まつり中止の連絡 
 
 
□クラブ報告  
 
●10/13（火）11 月定例理事会 11:30  エトワール 
 

 

 

 

      

□出 席 報 告  

 
□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 
      
 
◎今後のプラグラム予定 
10/20（水） 献血例会  
10/27（水） 夜間例会  

 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 27 名 

出席率 67.50％ 

前々回修正出席率 9/22 休会 

前回修正出席率 9/29  コロナ中止 

届出有 井福 高橋 藤岡 森山 小田 

横山 𠮷田 𠮷原 穴井 船木  

山下         

届出無 柳 福永   

MU 会員 

8/25  

9 月定例理事会 

9/4 地区 R 財団補助

金管理ｾﾐﾅｰ(ZOOM) 

9/15 

 10 月定例理事会 

 

9/30 都城中央 RC 

   串間公式訪問 

10/4 延岡東 〃  

10/5鹿児島東南 〃 

前田 𠮷田 中原 横山 徳重  

内田 山下 川畑 山村 小坂  

𠮷原     

萩原 井福 𠮷原   

 

前田 𠮷田 中原 横山 外山  

内田 川畑 山村 小坂 馬渡  

東 井福  

高橋 

井福 𠮷田  

井福 前田 

井福 小坂    

要 MU 会員(9/29) ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止の為 中止 

MU 無会員(9/22) 祝日週の為 休会  

 10/6 累 計 

ニコニコ BOX 11,000 54,000 

ゴールド BOX 3,235 14,125 

ロータリー財団 0        $600 

米山奨学会 16,000 63,000 

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 



※8 月～高橋会員 9 月～𠮷田会員、井福会員、藤岡会員 10 月～盛田会員、柳会員 

 

 

 

◆8 月   

平川 靖三 会員 

 

◆9 月   

天水 金作 会員 

瀬川 政光 会員 

     惠島 雄三 会員 

 

◆10 月   

前田 吉基 会員 

          山村 正一 会員 

     宮原 正英 会員 

 

 

  

 

□本日のプログラム  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

【米山記念奨学会 徳重 会員 卓話】 

  

…………………………………………………………… 



【宮崎県献血センター 献血推進課長 清田 雅 様 卓話】  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告  

 
 

 
 
 
 
 

 

 
 

 

●ニコニコ箱● 

 

前田 吉基…宮崎県赤十字血液センター清田様、杉山様、徳重委員長  

      卓話を頂き、ありがとうございます。 

山村 正一…赤十字血液センターの清田様、杉山様、卓話ありがとうございました。 

宮原 正英…誕生日お祝いありがとうございました。 

瀬川 政光…誕生日プレゼントありがとうございます。 

惠島 雄三…プレゼントありがとうございます！ 

平川 靖三…誕生祝ありがとうございます。 

外山 俊明…久しぶりの例会再開、楽しみにしてました。皆様お元気そうで。 

天水 金作…誕生日のお祝いを頂き、ありがとうございました。 

木下マリセル…久しぶりの例会で皆さんと会えて嬉しかったです。 

内田建太郎…清田様、杉山様、本日はありがとうございました。 

 

●米山記念奨学会● 

上田やよい…徳重委員長、一年間頑張っていきましょう。 

内田建太郎…徳重会員、卓話ありがとうございました。 

前田 吉基…米山記念奨学会へ 

 

 

…………………………………………………………… 


