
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱   手に手つないで 

●ゲスト  宮崎県西部グループ 

      ガバナー補佐 中村 壽秀 様 

             （都城 RC） 

●ビジター  

都城 RC～  西田 憲一  鎌田 明彦 

      山﨑 忠芳       各氏  

  

  

 

 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、11 回目の会長の時間となりまし

た。本日、井福ガバナーは鹿児島西南ＲＣへ公式訪問

されていらっしゃいます。私たち西クラブへの来訪は

１月を予定しておりましたが、他クラブ訪問の日程調

整をした結果、どうやら２月になりそうです。コロナ

禍の影響ですので致し方ないですね。さて、本日は公

式訪問に先立ちまして、中村壽秀ガバナー補佐をお迎

えしてのクラブ協議会でございます。改めて、中村壽

秀ガバナー補佐、ようこそ西クラブへお越し頂きまし

た。後ほど各委員会より事業計画を発表いたします、

実り多い協議会にしてまいりたいと思いますので、皆

さま宜しくお願い申し上げます。 

本日も美味しく頂きましたジモミヤ・ランチですが、

当初、今月いっぱいにて終了の予定でしたが、12 月第

一例会まで提供するということになりましたのでお

伝えしておきます。 

先週の金曜日、韓国岳を大浪池登山コースで登って

まいりました、小学生以来の挑戦でした。数日前、妻

がどうしても登りたいと言い出したのです。これまで

は登りたいと誘われても、私自身が登れる自信も無か

ったので断っていたのです。しかしこれまでとは違う

圧としつこさで言ってくるもので渋々と了承した訳

ですが、登り始めて間もなくそれは後悔に変わりまし

た…想像してたよりとても辛く、景色を楽しめる余裕

もほとんど無くて、足が攣ってはマッサージをしなが

ら何とかクリア出来ました。ひたすら辛かったのです

が、寒い山頂で食べたおにぎりが何とも言えず美味し

く、妻が嬉しそうだったのでまあ良かったのかなと思

った次第です。下山してからはひたすら筋肉痛でした

が、何か身体の中の毒素的なものが出たような、少し

引き締まったような気もしますし、2 日後のゴルフで

は慎重に臨んだ結果 89 で回れたので、筋肉痛よりメ

ンタルの方が大事なんだなと思ったところでした。登

山靴も買ったことですし、もう少し優しめな山ならま

た登ってみるのもいいような気がしてきている今日

この頃です。以上、会長の時間でした。 
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□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 11/11 開催  
「ロータリー奉仕デー海岸美化清掃の日程、計画

について」議事録が届いております 
 
② 2021－22 年度 
  クラブ活性化セミナー開催のご案内 
２０２２年１月９日(日)１２：３０～１５：３０  

ホテル中山荘    
対象者 クラブ会長、幹事、会長エレクト、幹事

エレクトその他希望する会員 
 登録料  1,000 円（1 人） 

       締切 2 月 24 日（金）まで 
□クラブ報告 
●11/24（水） 中村壽秀（としひで）G 補佐を 

お迎えしてクラブ協議会  
      例会 12：30～13：00   

クラブ協議会 13：00～14：00（終了次第） 
● 本日 11/24（水） 次年度理事役員選考委員会 

         18:30  中山荘 １F      
●11/26（金） ４RC 交流会案内  

 １６：４０～ ボーリング 
      １８：３０～ 懇親会 

□出 席報告 

 
□委員会報告  
          なし 
 

□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ＢＯＸ● 
中村 壽秀…都城西ｸﾗﾌﾞの皆様、本年はガバナー 
（都城 RC）輩出されて大変かと思いますが共に

頑張りましょう。 
西田 憲一…中村ガバナー補佐をよろしくお願

いします。前田会長にとって本年が 
      素晴らしい 1 年になりますことを 
      ご祈念申し上げます。 
鎌田 明彦…本日は中村ガバナー補佐の助さん

役で参りました。宜しくお願い致し
ます。 

山﨑 忠芳…本日はおじゃま致しました。 
      中村ガバナー補佐を宜しくお願い

致します。都城西ｸﾗﾌﾞ様の益々の 
      ご繫栄をお祈り致します。 
●ロータリー財団● 
木佐貫鐵蔵…今月はロータリー月間ですので 
      萩原委員長おそくなりました。 
 
●青少年育成資金● 
前田 吉基…中村ガバナー補佐 本日はお越し 

頂きありがとうございました。 
 
◎今後のプラグラム予定 
12/8（水）  上期事業報告  
12/15（水） 年次総会  
12/22（水） 年末家族会  
12/29（水） 特別休会 ① 
1/5 （水） 特別休会 ② 
1/13（木）  4RC 合同新年例会 

※ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ ＄1,000    1 名 

 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 11/10   77.50％ 

前回修正出席率 11/17 80.00％ 

届出有 井福 藤岡 穴井 小田 大峯  

川畑 中原 内田 木下 外山          

届出無 柳 福永 盛田 大西     

MU 会員 

11/17  12 月 

   定例理事会 

11/18 かのや東公式訪問 

南九州大崎 〃 

11/19 都城 

11/19 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ E ｸﾗﾌﾞ 

11/22 鹿児島令和 〃 

11/24 鹿児島西南 〃 

前田 𠮷田 中原 横山 東    

外山 内田 山下 川畑 山村 

徳重 𠮷原 小坂  

井福 小坂    

井福 𠮷原  

井福 𠮷原  

井福  

井福 𠮷田 

井福 外山  

要 MU 会員(11/17) 穴井 藤岡 小田 森山 柳 

福永 盛田 馬渡  

MU 無会員(11/10) 藤岡 船木 穴井 川畑 大西  

山下 小田 柳 福永  

 11/24 累 計 

ニコニコ BOX 11,000     91,000 

ゴールド BOX 2,581 30,026 

ロータリー財団 100       ＄1,550 

米山奨学会 0 104,000 

教育振興基金 0 181,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 1,000 19,900 

…………………………………………………………… 



 

□本日のプログラム 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中村ガバナー補佐をお迎えしてクラブ協議会 

 

【クラブ協議会 次第】 

 

1．会長挨拶            前田 吉基 会長  

           

2．ガバナー補佐挨拶        中村 壽秀 Ｇ補佐  

 

3．クラブ概況報告         横山真希子 幹事 

 

4．クラブ協議会  

      各委員会 事業計画発表 

  

5．質疑応答 

 

6.ガバナー補佐所感         中村 壽秀 Ｇ補佐 

       

7．謝辞              船木 修一 前会長 

クラブ概況報告 横山幹事 

前田会長 挨拶 中村ガバナー補佐 挨拶 

クラブ管理運営 山下委員長 



 

 
 
 

 

会員増強 馬渡委員長 広報・公共ｲﾒｰｼﾞ（代理） 横山幹事 

奉仕プロジェクト 山村委員長 
支援プログラム 徳重委員長 

中村ガバナー補佐 所感 

・休会は弊害が多いのでリモート参加等の検討を 

・ロータリーは自分の利益になるクラブである。 

・インターアクトは油断をすると活動が落ちてし 

まいます。 

・マイロータリーの登録を上げて頂きたい活用を 

船木前会長 謝辞 

ゴルフ、西クラブバンドの活動が盛んです。 


