
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱   それでこそロータリー 

●ゲスト    なし 

●ビジター   

都城 RC  ～   江上 博和 

都城北 RC ～  水久保 誠  

 都城中央 RC～  鶴田 貞久 

       各氏  

□会長の時間     前田 吉基 

 

 

 

 

 

 

 

皆さまこんばんは、１５回目の会長の時間となりま

した。本日、井福ガバナーは姶良ＲＣへ公式訪問され

てから、この年末家族会へ駆けつけて下さいました。

ハードスケジュールの中、お越し頂きありがとうござ

います。 

さて、８月から宿題になっていた(らしくサポート)

への支援内容が、先日の理事会にてようやく固まり、

お米１０５ｋｇの支援が承認されました。早速、西ク

ラブの皆さんで貯めたジモミヤチケット４９，０００

円分を持って、道の駅都城に行き、西岳米５５ｋｇ・

長田米５０ｋｇを購入し、その足で(らしくサポート

事務所)へ届けて参りました。地元の美味しいお米を

味わいながら、子供たちが新年を迎えることを願って

おります。また、この後の年末家族会費用の大部分も

ジモミヤチケットにて賄っております。チケットに関

しては、中山忠彦会員のご尽力、中山荘様や、事務局

の適切な管理がございまして、今夜の家族会に彩りを

添えることができました。この場をお借りしまして御

礼申し上げます。 

今夜は最終例会、そして冬至です。一年で最も昼が

短い日ということで、太陽の力が1番弱まる日であり、

この日を境に再び力が蘇ってくることから、太陽が生

まれ変わる日と捉えられ、古くから世界各地で冬至の

祝祭が盛大に行われるという神秘的な日です。 

そして、冬至といえば柚子湯でしょうか…私も先程

入ってきました。柚子湯は冬至の日に行う禊(みそぎ)

の風習だそうです。冬至に柚子湯に入るのは運を呼び

込む前に、体を清めるという意味があります。冬が旬

の柚子は香りも強く、強い香りには邪気を払うという

考えがあります。また、柚子は実るまでに長い年月が

かかるので、長年の苦労が実りますようにとの願いも

込められている様です。私たちも、今夜を境にまた新

たな力がみなぎってくることでしょう。 

最後に、この後の年末家族会では、コロナ禍での今

年の労をねぎらい、大いに親睦を図り、楽しんでまい

りましょう！そして西クラブに携わる全ての方に、素

晴らしい新年が訪れますことをご祈念申し上げまし

て、今年最後の会長の時間といたします。ありがとう

ございました。 

第２１４１回 令和 3 年１２月２２日 



□幹事報告     横山真希子  

□報告                        
□地区 他クラブ 他団体 報告 
〇例会休会   

都 城 RC 12/24（金）～ R４・1/7（金） 
都城北 RC 12/28（火）～ R４・1/4（火） 

 
●井福 博文ガバナー事務所…   特になし 
 
□クラブ報告      
●例会休会  12/29（水）～ R４・1/12（水） 

 来年の第１例会は 1/13（木） 
４RC 合同新年例会 18:30 中山荘 

            （担当 中央 RC） 
 
●都城３ロータリー合同事務局  
   2021 年 12 月 28 日（火） 仕事納め 

2022 年 1 月 4 日（火）  仕事始め 

 

□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  
●ニコニコ箱● 
山村 正一…今日の西ロータリークラブのコンペ

で優勝をさせて頂きました。 
      ありがとうございます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
◎今後のプラグラム予定 
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 

 

 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 29 名 

出席率 72.50％ 

前々回修正出席率 12/8   70.00％ 

前回修正出席率 12/15 82.50％ 

届出有 長友 小田 穴井 森山 萩原    

脇丸 大西 平川 柳 吉元 宮原 

届出無       

MU 会員 

12/15  

  1 月定例理事会 

 

12/16 鹿児島ｻｻﾞｳｲﾝﾄﾞ

公式訪問 

12/17 都城 RC 

12/21 加治木公式訪問 

12/22 姶良  〃 

  

前田 吉田 中原 横山 東 山村 

外山 内田 山下 馬渡 川畑 

吉原 

   

井福    

長友 萩原 

井福 内田 

井福       

要 MU 会員(12/15) 森山 脇丸 小田 柳 穴井  

福永 大西       

MU 無会員(12/8) 森山 脇丸 宮原 小田 藤岡 柳 

穴井 福永 盛田 別府 大峯  

川畑  

 12/22 累 計 

ニコニコ BOX 3,000 105,000 

ゴールド BOX 0 39,227 

ロータリー財団 0       ＄1,745 

米山奨学会 0 121,000 

教育振興基金 0 196,000 

ポリオプラス 0 0 

青少年育成資金 0 21,900 

…………………………………………………………… 

       

 

＊赤い羽根共同募金＊ 

35,500 円 でした 

皆様のご協力  

ありがとうございました！ 



 

 

 

 

 

 

 

ﾏｰﾁﾝｸﾞ  菓子野保育園園児 

 
ｴｲｻｰ みやこのじょう児童学園児童 

 

歌謡ショー♪中原 大吾くん 

井福ガバナー 挨拶 乾杯 外山歴代会長 

お楽しみ抽選会 

 



 

 
 

締めの挨拶 中原会長エレクト 

 


