
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱    君が代・奉仕の理想 

●ゲスト    なし 

●ビジター   

（12/29 記帳） 

都城 RC  ～  川越 宏行 

 都城中央 RC～  津曲 順二 小坂 恭子 

 （1/5 記帳） 

 都城 RC  ～  島津 久友 

 都城中央 RC～  鶴田 貞久 小坂 恭子 

 （1/12 記帳） 

 都城 RC  ～  島津 久友 

 都城北 RC ～  水久保 誠 

 都城中央 RC～  鶴田 貞久 小坂 恭子 

       各氏  

□会長の時間     前田 吉基 

 

 

 

 

皆さまこんにちは、新年あけましておめでとうござ

います。本年もどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

本日は残念ながら、裁判所訪問が中止となってしまい

ましたが、頂いてきた資料を用いまして紹介・解説を

平川会員、内田会員より頂戴したく思います。よろし

くお願いします。さて、私ごとですが、昨日ＰＣＲ検

査を受けてまいりました。結果は陰性でしたので、こ

うして会長の時間を務めることが出来ております。濃

厚接触や心当たり等が特にあった訳ではございませ

んが、年始最初の例会を不安を抱えることなく迎えた

いという思いからでした。それでは１６回目の会長の

時間を始めます。皆さまご承知おきのように、コロナ

ウイルスが感染急拡大しております。政府は今日、宮

崎県を含む、１都１２県への『まん延防止等重点措置』

の適用の諮問を行います。期間は１月２１日から２月

１３日とする方針です。私も正直、このような期間に

例会を開催してよいものか…とすごく悩みましたし

御助言も頂戴しました。本日の少ない出席者数は、そ

のメッセージでもあると思いますが、私としては例会

という場は閉じず、出席に関しては、各会員の自由意

志を尊重するという方針を固めました。いい意味にお

いて、ロータリーの例会というのはそれほど重いもの

だと思っています。これまで２１４１回と積み重ねて

きたロータリー活動は、会員の皆さまが引き継がれて

きた財産であり、親睦の場でもあります。毎週水曜日

に一目でも皆さんに会うことを楽しみに、そして生活

や事業のリズムにされている方もいらっしゃるであ

ろうという考えのもとに決断いたしました。様々な角

度からの御助言、大変有り難く思っております。判断

の責任は私にございますが、今後の西クラブにきっと

活かして参りますので宜しくお願い申し上げます。そ

して、私が掲げる方針としてもう一つ、『緊急事態宣

言』『まん延防止等重点措置』が発出された場合、対

象期間はその要請に従うです。そうなると来週以降、

２月１３日迄に予定されている例会は休会という事

で進めたいと考えています。とはいえ、ただ休むので

はなく、この期間を活用してリモート環境を整えたい

と思います。コロナ禍により社会が対応しなければな

らない事のひとつがリモート化です。例会にリアルで

も、リモートで遠隔地からでも参加できる、楽しめる、

そして為になる事を、目指さなければなりません。こ

れまで非現実的だった交流が可能になり、例えばその

特性を活かし、遠隔地からの外部卓話や、姉妹クラブ

合同例会など、新しい試みが可能になります。本年度

を、私たち都城西ロータリークラブのリモート元年と

して、新しい例会・親睦の形を築いて参ります。よろ

しくお願いします。最後に、日常の基本的な感染対策

を今一度心がけ、栄養をしっかり摂り、適度な運動や

趣味もいいでしょう、十分な睡眠時間を確保して、心

身ともに健やかで免疫強化された状態を作り上げま

しょう。そしてどうか皆さま、また 2 月に元気でお会

いしましょう！会長の時間でした。 

第２１４２回 令和４年１月１９日 



□幹事報告     横山真希子  

□報告                        
□地区 他クラブ 他団体 報告 
〇例会コロナ休会  

都  城 RC  1/21（金）・1/28（金） 
都城北 RC   1/18（火）･1/25（火）  
都城中央 RC   

  
 
〇井福 博文ガバナー事務所 …   
① ロータリーレート 1 月 115 円  

  *12 月 114 円 
●クラブ報告   
〇来週 1/26（水）2 月定例理事会 

 11:30～ 中山荘 1Ｆ 
昼食は準備いたしませんのでご了承ください。         

 

□出 席報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□委員会報告   
  

 
 

 
 
 

 
□本日のプログラム  
 

 

 

 

 

 

 

 

内田会員 

『裁判所 NAVI』を使って説明 

誰でも裁判員に選ばれる可能性 

があるそうです。ご興味ある 

方はご一読ください。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

□ＳＡＡ報告  
●ニコニコ箱● 
平川 靖三…せっかくの職場訪問例会でしたが残

念でした。内田さんありがとうござい
ます。 

 
◎今後のプラグラム予定 
1/26（水）  コロナ感染拡大の為 中止 
2/2 （水）  コロナ感染拡大の為 中止  
2/9 (水）  祝日週の休会  
2/16（水）  会員卓話  

 

 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 6 名 

出席数 17 名 

出席率 43.59％ 

前々回修正出席率 1/5 特別休会 

前回修正出席率 1/13 コロナ中止 

届出有 井福 小坂 川畑 髙橋 外山 

中原 福永 藤岡 船木 馬渡 

盛田 柳 横山 吉田 穴井 脇丸 

山下 小田 別府 木下 吉元 

吉原                  

届出無       

MU 会員 

12/23 霧島公式訪問 

12/24 都城 

1/4  都城 

1/18 指宿公式訪問 

1/19 伊集院 〃 

  

井福 小坂 馬渡  

萩原     

萩原      

井福 吉原 

井福       

要 MU 会員(1/13) ｺﾛﾅ感染拡大防止の為中止    

MU 無会員(1/5)    特別休会  
 1/19 累 計 

ニコニコ BOX 1,000 106,000 

ゴールド BOX 2,350 41,577 

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 

…………………………………………………………… 

       

 

皆勤賞 
 
15 ヵ年  

上田やよい 会員 
 
※25 ヵ年 

髙橋 五男 会員  
都城市共同募金委員会  

 上田 推進委員 

 

『皆さまの御協力 

ありがとうございました』 

  

奉仕プロジェクト委員会 

職業奉仕 平川 会員 

  


