
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱   奉仕の理想 

●ゲスト  都城市少年野球連盟 

       理事長 松尾 裕司 様 

      西小野球 

       監督  上田 昌広 様 

●ビジター なし 

 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、１２回目の会長の時間となりま

した。本日、井福ガバナーは国分中央ＲＣへ中原会長

エレクト・東幹事エレクトと共に公式訪問されていら

っしゃいます。 

いよいよ１２月となり慌ただしい日々が続くかと

思いますが、ここのとこ随分と冷え込む日が増えてき

ましたので、会員の皆さまにおかれましては、年末に

かけ体調等を崩されないよう健康への意識を一段と

高く持っていただきたく思います。そんな中ではあり

ますが、昨日、今後が懸念されるコロナウイルス変異

株(オミクロン)が日本国内で初確認されました…３

０代の男性でナミビアの外交官というこでした。同乗

者７１人も濃厚接触者として経過観察中ということ

ですので、何とか水際で食い止められるといいのです

が感染ルートは多様にあると思いますから、やはり私

たちとしてはこれまでどおり、マスクの着用・手指の

消毒を小まめにするという基本的な感染対策を実行

することに尽きると思います。少しでも長く感染を抑

制し、コロナの経口薬など有効的な対応手段を手にで

きるよう期待して待ちたいと思います。 

さて、先週の２６日(金)、４ＲＣ交流会が久しぶり

に開催されました。都城ハイレーンズでのボウリング

大会とメインホテルでの親睦会でした。やはり西クラ

ブは強く、ボウリング大会の成績トップ５に３名ラン

クインしました！優勝は吉原信幸地区幹事・3 位に船

木修一会員・４位に小坂泰一郎地区大会実行委員長と

いうことで、この勢いはもう地区大会の成功は約束さ

れたようなものです！参加費がございませんでした

ので、名誉だけの表彰式となってしまいましたが、懇

親会も含め４ＲＣ間の親睦を図るいい機会になった

と思います。懇親会の後、吉原会員・別府会員・惠島

会員と一緒に、愛する都城焼肉党のタコ焼き＆ハイボ

ールを味わいに行ったのですが、少し肌寒いテラスに

てストーブにあたりながら焼酎を楽しむ別府会員…

今思えば少し出来上がっていたのでしょうか？東京

時代の個性的な内容もございましたのでここでは申

し上げられませんが、夜の街をテーマにこれまでの経

験談や思い描いていることなどを面白おかしく話し

てくださるので、惠島会員とツッコミを入れながら腹

を抱え笑う素敵なひと時となりました。思いがけず別

府会員のウラ別府とでも申しましょうか、ユニークな
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一面を垣間見れてとても有意義な親睦会でした。 

最後に、いつの間にかクールにお会計を済ませお

帰りになられた吉原地区幹事に御礼を申し上げ、会長

の時間といたします。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… 
①12 月 ロータリーレート 114 円 

   *現行 114 円 
②一般社団法人ロータリーの友事務所 
       友事務所の 12 月の運営に関して

（コロナ感染防止対策お知らせ） 
12/28 迄 お問い合わせ メールにてお願い 

 
□クラブ報告 
●12/8（水）例会…各委員会  

上期事業報告各委員長さんは発表の準備を 
●12/15（水）１月定例理事会   

例会前 11:30  エトワール 
●12/15（水）3RC4RC4 役会・8RC 会長幹事会  

中山荘 17:30～ 
●年末家族会の出欠を提出して下さい。 

 

□出 席報告 
 
 

 
 

□委員会報告  
          
 
 
 
𠮷原 信幸 会員 
大峯  学 会員 
徳重 幸男 会員 
大西 和博 会員 
木下マリセル会員 
 

※小田 浩司 会員 

 
 
 
 
□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 
 
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 11/17   82.50％ 

前回修正出席率 11/24 77.50％ 

届出有 井福 藤岡 松 小田 中原 

東 森山 脇丸 山下 宮原          

届出無 柳 福永 盛田 大西     

MU 会員 

11/25 都城中央公式訪問 

11/30 都城北  〃 

11/30 志布志  〃 

11/30 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ 〃 

12/1 国分中央  〃 

  

井福     

井福 𠮷原 松   

井福 小坂   

馬渡   

井福 中原 東      

要 MU 会員(11/24) 大峯 穴井 藤岡 小田 木下 

柳 福永 盛田 大西   

MU 無会員(11/17) 藤岡 森山 穴井 小田 柳  

福永 盛田   

 12/1 累 計 

ニコニコ BOX 7,000     98,000 

ゴールド BOX 3,455 33,481 

ロータリー財団 0       ＄1,550 

米山奨学会 0 104,000 

教育振興基金 10,000 191,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 1,000 20,900 

…………………………………………………………… 



 

□本日のプログラム 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

奉仕プロジェクト委員会担当 

【少年野球大会報告】 

 

奉仕プロジェクト 山村 委員長 挨拶  都城市少年野球連盟 松尾 理事長 

・人間力が大切 

・球で点が入らないのは四球のみ 

唯一、人で得点となる。 

 

西小野球 上田監督  



 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ＳＡＡ報告  

 
 

            

…………………………………………………………… 

●ニコニコＢＯＸ● 

 

 𠮷原 信幸･･･先日の４ＲＣボーリング大会、優勝しましたのでニコニコします。 

        ただ賞品なしでした     

𠮷原 信幸･･･12 月御用納めに誕生し今年還暦です。まだまだ若い気持ちで西クラブのために 

       頑張ります！ 

横山真希子･･･少年野球連盟の皆様お忙しい所、ありがとうございました。 

徳重 幸男･･･誕生祝いを頂きました。78 年前の今日生まれました。 

内田建太郎･･･松尾様、上田様、本日はありがとうございました。 

大西 和博･･･この前、還暦を祝っていただき、この度 62 歳元気に迎えます。 

山村 正一･･･本日は松尾理事長、上田監督、ご報告して頂きまして、ありがとうございました。 

 

●教育振興基金● 

 

吉田  努･･･1 年に 1回の感謝セールを開催中です。来年 4月は値上げになります。 

       この機会にをどうぞご利用下さい。 

 

●青少年育成資金● 

 

前田 吉基･･･松尾理事長、上田監督ようこそお越し下さいました。 

       お心遣いまで頂戴しまして誠にありがとうございます。 

 


