
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱  我等の生業 

●ゲスト  なし 

●ビジター なし 

                 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、６回目の会長の時間となりまし

た。ジモ・ミヤ・タビのお食事はいかがでしょうか？

当面はキャンペーンを活用したメニューにてお楽し

み頂きたいと思いますのでよろしくお願いします。 

つい先日、渋野日向子選手がスタンレーレディース

にて１年１１ヶ月ぶりとなるツアー通算５勝目(日米

通算６勝目)を挙げましたね。優勝インタビューにて

「勝てなかった 2 年間を思い出して……」と試合後に

コメントしていましたが、２０１９年の全英女子オー

プンを笑顔で制覇した時とは対照的に、優勝が決まっ

た瞬間、涙を流していたのがとても印象的でした。自

らが勝てない日々に加え若手の台頭もあり、最近では

少しずつメディアへの露出も減っていたように思い

ます。そんな日々の中でも自らを信じ、勝てる日を信

じてスイング改造に取り組み続けた結果、ようやく実

を結んだのですから込み上げてくるものがあったの

でしょう、見ていて心を打たれるものがありました。

私も明日ゴルフなのですが、どんな珍プレーが飛び出

し、心が打たれるのでしょうか…何とか善戦したいと

思っております。 

さて本日、井福ガバナーは日向中央ＲＣへ公式訪問

されておりますが、私たち西クラブはガバナー輩出ク

ラブとして、地区大会の開催というビッグイベントを

５月に控えております。西クラブを中心に、都城４Ｒ

Ｃが一致結束して取り組まなければなりませんが、コ

ロナ禍の影響を受け、なかなか動き出せていないとこ

ろです。つきましては、この後、本日のプログラムに

て、地区大会についてコミュニケーションの時間を設

けてございますので、ご自身の担当や役割をご確認い

ただき、小坂地区大会実行委員長の元に、まずは西ク

ラブが一致結束しましょう、そしてその流れを都城４

ＲＣへ波及させ、地区大会を成功裏に収めてまいりま

しょう。どうか皆さまのご理解、ご協力の程を宜しく

お願い申し上げます。 

重ねて次週は、献血例会となっております。ジモ・

ミヤ・タビ ver の弁当をお召し上がりの上、献血にご

協力いただき、河中会員の美味しい卵をお持ち帰り下

されば、地域社会にも奉仕でき、ご家族も嬉しいとい

う Win-Win なことですので、こちらも合わせてご協力

のお願いをして、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 博文ガバナー事務所… 
 ① ロータリーレート 10 月  112 円 
 ② 第２回 地区ロータリー財団 

グローバル補助金セミナー（Zoom） 
開催のお知らせ 
９月４日（土）の補助金管理セミナー 
今回財団プログラムの１つである 
「グローバル補助金」に特化したセミナーを開催 
１１月６日（土）１３：００～１６：００ 
◇開催方法：Zoom 会議 

第２１３２回 令和 3 年１０月１３日 



各クラブの会長・会長エレクト・財団委員長・国際 
奉仕委員長が出席義務です。 
上記の方々がご出席出来ない場合は、 

代理の方のご出席をお願い致します。 
□クラブ報告 
〇来週 10/20（水）献血例会 中山荘 12:30～13:30 
    献血会場 小松原公民館   9:30～16:00 

      
□出 席 報 告  

 
 
 
 

7 月皆勤 
44 ヵ年 河中  功 会員 
5 ヵ年 瀬川 政光 会員 
4 ヵ年 前田 吉基 会員 
    東  淑恵  会員 

 
 
 
 
 
 
 
 

9 月皆勤 
24 ヵ年 𠮷原 信幸 会員 
5 ヵ年 船木 修一 会員 
 
 

 
□委員会報告  
          
奉仕プロジェクト 
山村 委員長 
・17 日(日)少年野球閉会式 
・20 日(水)献血お願い 
 

□本日のプログラム  
 
地区大会実行委員会 
 小坂委員長 
 
『実行委員会組織図と 
 地区大会プログラム』 

について     

 
        

□ＳＡＡ報告  
 
●ニコニコ箱● 
松 豊治…４４ヵ年、皆勤賞を頂きました。 

みなさんのおかげです。 
河中  功…最後の皆勤賞と思い感無量です。 
前田 吉基…１０年以上在籍しているのに 

4 ヵ年の皆勤賞にとどまり 
申し訳ございません。 

山村 正一…皆勤賞を頂きました。 
ありがとうございました。 

馬渡 浩志…皆勤賞頂きました。 
ありがとうございます。 

瀬川 政光…５年皆勤賞ありがとうございます。 
東    淑恵…皆勤賞ありがとうございます。 

４０年目指してがんばります。 
船木 修一…皆勤賞いただきました。 
𠮷原 信幸…久しぶりの例会です。皆勤賞２４回

頂きました。あと１年で四半世紀 
です。また１年よろしくお願い 
します。 

●ロータリー財団● 
上田やよい…よろしくお願いします。 
●米山記念奨学会● 
松 豊治…米山委員長ご苦労さんです。 
●教育振興基金● 
船木 修一…少々ですが!! 
 
◎今後のプラグラム予定 
 
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 28 名 

出席率 70.00％ 

前々回修正出席率 9/29 コロナ中止 

前回修正出席率 10/6  77.50％ 

届出有 井福 大峯 藤岡 川畑 小田 

横山 穴井 船木 山下 大西  

届出無 柳 福永   

MU 会員 

10/6 延岡公式訪問 

10/7 延岡中央〃  

10/8 宮崎西 〃 

10/12 日向東 〃 

10/13 日向中央〃 

 

井福 𠮷原  

井福 𠮷原 

井福 平川 

井福 

井福    

要 MU 会員(10/6) 藤岡 森山 横山 穴井 山下

小田 船木 柳 福永 

MU 無会員(9/29) ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染防止の為 中止 

 10/13 累 計 

ニコニコ BOX 13,000 67,000 

ゴールド BOX 3,055 17,180 

ロータリー財団 ＄100        ＄700 

米山奨学会 10,000 73,000 

教育振興基金 2,000 136,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 0 13,900 

 

皆勤賞 

8 月皆勤 
44 ヵ年 松 豊治 会員 
6 ヵ年 馬渡 浩志 会員 
2 ヵ年 山村 正一 会員  


