
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

●点鐘 

●合唱     我等の生業 

●ゲスト  国際ロータリー第 2730 地区  

         ガバナー 井福 博文 様 

      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    なし   

 

□会長の時間     前田 吉基 

皆さまこんにちは、２２回目の会長の時間とな

りました。 

ようやく、この日を迎えることができました。

ようこそ、お帰りなさいませの感情が、いずれも

ございますが、井福博文ガバナーの公式訪問を、

都城西ロータリークラブを代表いたしまして、心

より歓迎申し上げます。当初、１２月１日の予定

でありましたが、コロナ禍の影響もあり、二度の

延期を経て今日に至りました。井福ガバナーにお

かれましても、気を揉む状態が長く続かれたので

はないかと拝察いたします。後ほど、ガバナーア

ドレスと共に、クラブフォーラムにて実りあるひ

と時を共有したいと存じます。写真撮影も含め、

長丁場になりますが、どうぞ宜しくお願い申し上

げます。 

また、本日は、中村嘉秀(としひで)ガバナー補

佐にもお越し頂きまして、誠に有難うございます。

いつも井福ガバナーをお支え頂いてますと共に、

様々な機会、特に最近では地区大会を迎える状況

の中、アドバイスやご足労を頂戴いたしまして、

大変有難く存じております。地区最大のイベント

を成功裏に終えるよう、西クラブメンバーも結束

して努めてまいりますので、引き続き宜しくお願

い申し上げます。 

さて、重ねて嬉しいことに、都城西ロータリー

クラブは、柳田 勉(やなぎた つとむ)会員を、新

しい仲間として迎えることができました。馬渡委

員長の熱意と、推薦者でいらっしゃる船木会員の

メッセージ力の豊かさが、柳田会員に響いたので

あろうと、益々、尊敬を深めるばかりです。思え

ば、船木会員はロータリーの時も、ゴルフの時も、

お酒の席でも、常に柔軟でユーモアに溢れるお言

葉を申されますので、常に脳を鍛えることが大事

なのですね！柳田会員のご入会を心より歓迎致

しますと共に、先輩会員の皆様におかれましては、

柳田会員が素晴らしいロータリーライフを送る

ことができますよう、積極的なフォローアップの

程を、宜しくお願い申し上げます。 

さて、つい先日、千葉ロッテマリーンズの 佐々

木朗希 投手が、伝説に残るまさに圧巻のピッチ

ングを披露しました。２１世紀・令和初の「完全

試合」達成し、元巨人の槙原寛己さん以来、２８

年ぶり史上１６人目の快挙に留まらず、１３者連

続奪三振(日本新記録)を含め、合計１９個の奪三

振(日本タイ記録)をマークし、プロ初完投、初完

封を超絶的な記録で飾りました。特に凄いと思っ

たのが、スリーボールが一回だけで、１０５球と

いう少ない球数で達成した事です。遊び玉を使わ

ず、全ての球種で勝負できるからこその大偉業だ

と思います。 

私の残るイニングは６月まで…もちろん「完全

試合」は出来ませんが、次年度の中原会長エレク

ト・東幹事エレクトのイニングの為に、少しでも

得点できるよう、そして大量失点しないよう、最

後まで努めていきたい思います。以上、会長の時

間でした。 

□幹事報告     横山真希子  

□報告                       

□地区 他クラブ 他団体 報告 
 ●井福ガバナー事務所… 
  ①４月ロータリーレート  １２２円 
  ② 地区大会登録 延期 4/12 迄 
      及び 交通手段調査アンケートの件   
                                                         

第２１４８回 令和４年４月１３日 



●山ノ内ガバナーエレクト事務所… 
   ①各次年度会長幹事 名簿確認のお願い 
   
□クラブ報告 
●4/20（水）5 月定例理事会  11:15  

時間修正 中山荘エトワール 
 

□出 席報告 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

柳田 勉 氏 
（職業分類：飲食業） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ロータリー財団表彰      
        
1 回目マルチプル 
ポールハリスフェロー 
大峯  学会員 
 
 
 
■委員会報告 

 
   
         

        

 
 
 
 
 
 
 
□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 
 
4/20 (水)  広報 公共イメージ  
4/27（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 47 名 

出席免除者数 7 名 

出席数 34 名 

出席率 85.00％ 

前々回修正出席率 3/30 89.47％ 

前回修正出席率 4/6 68.42％ 

届出有 川畑 盛田 森山 脇丸   

吉原(司) 

届出無 福永       

MU 会員  

要 MU 会員(4/6) 川畑 穴井 小田 盛田 別府 

福永 平川 馬渡 森山 脇丸 

宮原 吉原(司)  

MU 無会員(3/30) 山下 宮原 脇丸 福永 

 4/13 累 計 

ニコニコ BOX 24,700 155,700 

ゴールド BOX 4,316 58,314 

ロータリー財団 13,000       ＄1,850 

米山奨学会 5,000 137,000 

教育振興基金 9,000 224,000 

ポリオプラス 0 233,000 

青少年育成資金 3,000 32,900 

37 ヵ年 萩原  和洋 会員 

20 ヵ年 徳重 幸男 会員 

1 ヵ年  惠島 雄三 会員 

  上田やよい 会員 

  中原八重子 会員 

  李 イウ  会員 

   ※森山謙太郎会員 



□本日のプログラム   

 

 

 

井福 博文 ガバナー 

 

  



 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

  



 

  

『クラブの強みと弱み』 

 

中原八重子 会長エレクト  

中村 壽秀ガバナー補佐 挨拶  

強み 

親睦行事への参加者が多く、クラブを楽しんでいる人が多い為に退会者は少ない

と思います。 

去年より海外出身者の 2 名が入会され英語・中国からの留学生やロータリーとの

活発な交流が期待できる。 

 

弱み 

出席率や寄付など、ロータリーの基本的な事について勉強する場が少なくなって

いると感じる 

新入会員へのフォローが足りない感じがする。 



 

 

  

『会員増強について』 

 

馬渡 浩志 委員長  

今年度の状況としまして、現在、別府会員、吉原会員、そして本日御入会の柳

田会員と 3 名の方にめでたく御入会頂きまして、現在 3 名の増強、会員数 47 名

という状況になっております。 

 コロナ禍という状況で難しい状況ではありますが、船木会員増強担当と共に活

動して一応頑張っております。 

 

 今年度、前田会長が掲げられたクラブ創立 50 周年に向けて会員数 50 名以上と

いう目標を達成する為には増強もですが、退会の方を出さないという事も非常に

大事なことですので、通常例会や夜間例会で親睦を図って頂き、退会の防止も努

めて行きたいと思っております。 

 

 実際私が入会して以来、ロータリーで楽しく活動させて頂いているのは、入会

以来、先輩方や会員の皆様に温かく指導して頂き、また、楽しくゴルフをさせて

頂いている事にあります。ゴルフではラインを読むのが長いという意見も出てお

ります。ゴルフは『パットイズマネー』と習って来ましたが、これも素直に反省

しましてスピーディーなゴルフに努めて行きたいと思っております。 

最後に今年度残り 3 ヶ月もありませんが増強フォーラムでの推薦資料を基に残

り期間頑張って参りますので皆様どうぞご協力をよろしくお願い致します。 

 



 

  

『クラブの奉仕への取り組み状況と意識について』 

『クラブの強みと弱み 

(クラブが抱えている問題)について』 

 

 

前田 吉基 会長  

このクラブフォーラム・例会前、井福ガバナーとの懇談会が催された際、中原八重子会長エレクトが自己紹介で、ガバ

ナーエレクトの中原八重子です、と仰り爆笑をさらったのですが、そのあと東幹事エレクトまでも、ガバナーエレクト

の…と仰り、まさかの被せてくる高等テクニックで、会場を笑いの渦に巻き込むのを目の当たりにしまして、「次年度

は安泰だな」と思ったことをご紹介しまして、クラブフォーラム発表をさせていただきます。 

・クラブの奉仕への取り組み状況と意識について 

本クラブの奉仕の柱は、青少年奉仕です。例年、インターアクトクラブ(ＩＡＣ)との合同奉仕活動や、都城西ロータリ

ークラブ旗少年野球大会を通した、地域社会を主とする奉仕活動を行なっておりますが、ＩＡＣに関しては都城西高等

学校、都城工業高等学校ともに、昨今のコロナ禍により、その活動実態がないという事で、助成金も辞退されている状

況にあり、コンタクトそのものが取れていない状態であります。少年野球大会に関しては、少年野球連盟の松尾理事長

をはじめ、幾度となく協議を重ねた結果、感染対策を講じた上で開催することが出来ました。その折、各チームよりペ

ットボトルキャップを持ち寄って頂きましたので、ポリオフリーに寄与する一助と成れたのではないかと思います。元

プロ野球選手を招いての、野球教室も計画しておりましたが、こちらは少年野球連盟と、引き続き検討を重ねていくこ

とになっております。また、一般社団法人のらしくサポートさんへ、五万円分の都城のお米を届け、ひとり親家庭や生

活困窮家庭に暮らす子供たちへの、食糧支援を行いました。コロナ禍の状況が改善していけば、ＩＡＣを含め制限が緩

和され、次年度に向けて活性化していくことを期待しています。 

・クラブの強みと弱み(クラブが抱えている問題)について 

強みと弱みどちらにもなりますが、当てはまるであろうと思われることの一つに、入会数・退会数ともに穏やかである、

という認識を持っております。転勤により入退会する等のロータリアンが、他のクラブに比べ少ないということもある

と思いますし、感じるところや伝聞もありますが、世代間における隙間風が少ないというのが、本クラブの色・特徴で

はないでしょうか。アットホームな風土ゆえに、数を打ち・押しの強い増強活動は、あまり得意としてない部分がある

のかもしれません。そういった中、具体的な数字をもって、目標を掲げるために『５０/５０運動』と称し、西クラブ５

０周年を、５０人以上の会員で迎えるべく、会員増強フォーラムを開催し、情報の共有と勧誘活動に繋げています。本

年度クラブテーマ『誇りと自信を胸に 多様性・解放性を高めよう』は、ＲＩ会長テーマ『奉仕しよう 豊かな人生にす

るために』、井福ガバナーテーマ『ロータリーの原点に立ち 誇りと自信を持って行動(奉仕)しよう』からインスピレー

ションを得て、もともと思い描いていたイメージと繋げて掲げました。女性のエンパワメントや、多種多様な考え方・

価値観を大切にしたいと考えたからです。解放性を高めようという部分においては、リモート環境を整備しました。今

後、テストを重ね、多様で開放的な例会プログラムや、会員の在り方を模索して参ります。 

コロナ禍は間違いなくピンチではありますが、クラブの転換点として、チャンスに変えていけるよう、そして、いい形

で次年度にバトンを繋いでいけるよう、残りの期間を努めて参りたいと思います。 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ＳＡＡ報告  

 
 

●ニコニコＢＯＸ● 

中村 壽秀…都城西クラブの皆様、本日はありがとうございました。 

（都城 RC） 50/50 運動の達成を心より願っております。 

柳田  勉…今日から宜しくお願い致します。 

萩原  和洋…お陰様で 37 年も皆勤できました。今後も頑張ります。有難うございました。 

惠島 雄三…ありがとうございます！ 

徳重 幸男…井福ガバナー中村ガバナー補佐、本日はありがとうございました。 

      20 年皆勤賞を頂きました。 

中原八重子…誕生日祝いありがとうございます。 

中原八重子…井福ガバナー中村ガバナー補佐お越し下さり、ありがとうございます。 

平川 靖三…柳田さん入会おめでとうございます。 

      中村ガバナー補佐、本日はありがとうございます。 

内田建太郎…ガバナー、ガバナー補佐ようこそ、お越し下さいました。 

      柳田さん入会おめでとうございます。 

大西 和博…柳田さん都城西ロータリーへの入会、大歓迎です。また、お店寄ります。 

船木 修一…柳田さん入会おめでとうございます。一緒に楽しみましょう。 

馬渡 浩志…柳田さん一緒にロータリーを楽しみましょう。 

𠮷原 信幸…中村ガバナー補佐お役目ご苦労様です。やっと公式訪問、終わりましたね。 

小坂泰一郎…柳田 勉さん御入会おめでとうございます。一緒にロータリーを楽しみましょう 

東    淑恵…井福ガバナー中村ガバナー補佐ようこそ、お越し下さいました。 

      柳田さん入会おめでとうございます。 

 

●ロータリー財団● 

藤岡 成学…ロータリー財団へ 

 

●米山記念奨学会● 

藤岡 成学…米山記念奨学会へ 

 

●教育振興基金● 

山村 正一…井福ガバナー公式訪問ありがとうございます。 

船木 修一…若い人のために！！  

藤岡 成学…教育振興基金へ 

 

●青少年育成資金● 

前田 吉基…井福ガバナー中村ガバナー補佐お越し頂き、ありがとうございます。 

      柳田 勉会員ご入会おめでとうございます。 


