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第3221回

都城RC週報

53名

39名

12名

会長 西田憲一  幹事 上原誠史都城ロータリークラブ

クラブモットー

第3220回
例会報告

疾病予防と治療月間 12月

会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

吉国委員長出席委員会報告 年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：53名

都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp メインホテル 前田尚子事務局 例会場 広報部門 クラブ会報委員会 長倉清一、垣内和美、江上博和 メディア関連・広告・宣伝委員 湯通堂恒、川越宏行

76.47％

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

学び　考動し
喜んで

奉仕しよう

　本日も例会にご参加いただきましてありがとうございま
す。
　今月は「ロータリー財団月間」ということもありまして、
現在１９名の皆さまから寄付を頂いております事をご報告
させて頂きます。今月は本日が最後の例会となりますので、
残り３４名の皆さまにおかれましては、ロータリー財団委員
会の方へ寄付をお願いしたいと思っております。
　さて、先週は都城ローターアクトクラブの例会に四季委員長とオブザーブ
させていただきました。
　例会では、都城北ロータリークラブの中原直前会長を講師として、１９時
３０分からアソカ寺の２階本堂で素晴らしいご講演をしていただきました。
ローターアクトクラブ全会員が参加のもと例会を終えまして、満足気に帰っ
ていく姿を拝見しまして、今後も都城ローターアクトクラブへの活力になる
よう努めたいなと感じさせていただいた例会だったことをご報告させていた
だきます。　
　さて本日は、ガバナー公式訪問例会となっております。本例会は、中村
壽秀ガバナー補佐のご意向もあり、そして何より長峯パストガバナーのみえ
ない摩訶不思議な圧力によりまして、１００％例会出席を皆さまへお願いし
て参りました。１００％出席を実現するために、吉国出席委員長を筆頭に上
原幹事とタッグを組んでいただきまして、本日の例会が欠席の方には、メー
クアップのお願いなどをしていただきました。この後の出席報告がどうなる
か分かりませんが、本日まで１００％例会出席にむけて文句も云わず考動し
ていただいた上原幹事と吉国委員長に心より感謝申し上げます。
　また、後ほど地区とのバナーの交換があるかと思いますが、ここで折角
なので、バナーの紹介させて頂きます。どのクラブでもこのようなバナーを
持っておりまして、県外のクラブへメークアップにいった際の交流の証とし
て、お互いのバナーを交換致します。当クラブのバナーのデザインは、創立
当初に作製されたバナーを、６０周年記念の際に複製したものになりますの
で、味わい深いデザインとなっております。そして、バナーデザインの制作
された経緯においては、初代・２代の都城ロータリークラブ会長を務めら
れました島津久厚パストガバナーが、当時京都東ロータリークラブに所属さ
れた都城出身の山田新一画伯にバナーのデザインを依頼されて制作したも
のになります。もしも、県外で他のクラブへメークアップする際には、事務
局にもバナーの在庫が沢山ありますので、交流の証として他クラブのバナー
を持ち帰ってくるのもよろしいかと思います。ということで、当クラブの原
点にも着目しバナーの紹介をさせていただきました。
　それでは本日は、井福博文ガバナー公式訪問例会ということで、都城地
区としては、初めてのガバナー公式訪問例会となっております。井福ガバナー
におかれましては、大変お疲れのことかとは思いますが、ガバナー公式訪
問も残すは数カ所のクラブと伺っておりますので、どうか宜しくお願い致し
ます。
　最後になりますが、本例会をとおして、ロータリアンとしてさらなる学び
の場となり、第２７３０地区へのさらなる支援の場となることをご期待申し
上げまして挨拶とさせていただきます。どうぞ、
本日は長丁場となりますが、最後までよろしくお願い致します。

会長の時間 西田会長

本日のプログラム／会員卓話 プログラム担当

本日のプログラム／井福ガバナー公式訪問                              　井福 博文ガバナー

クラブフォーラム                                         

11/16 　ジャパンカレント　　　　島津　　　

　　　　祝日週の為 休会

　　　　堀之内、前田、宮川、垣内、後藤

前回修正出席率 90.20％

幹事報告 上原幹事

□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 → 送信済み 
　　　　　登録料 1,000円（1人）       締切2月24日（金）まで

　　　③ロータリー財団   ポール・ハリス・フェロー賞認証書 バッジ
　　　　　　　　　　　　中村太賀吉 会員 

□クラブ報告
●来週11/26（金） 祝日週 休会
●11/26（金）   ４RC交流会案内  １６：４０～ ボーリング 
　　　　　　　　　　　　　　　　 １８：３０～ 懇親会 

12/16 （木） ※休会の為都城中央RC 中山荘12:00～13:00
12/21 （火） ※年末家族会の為都城北RC ロイヤル12:00～13:00
12/22 （水） ※年末家族会の為都城西RC 中山荘12:00～13:00
12/28 （水） ※特別休会の為都城北RC ロイヤル12:00～13:00
12/29 （水） ※特別休会の為都城西RC 中山荘12:00～13:00

MU情報
クラブ名 日程 時間 会場 備考

2021-22年度　国際ロータリークラブテーマ

「奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために」

　会員増強の為には…

★より大きなインパクトをもたらす
★参加者の基盤を広げる
★参加者の積極的なかかわりを促す
★適応力を高める

　ジェンダーギャップ指数(各国の男女格差
を数値化したもの)の発表があり、156か国
中120位でした。
　いかにこの国においても女性の地位が、あ
るいは権限がまだまだ女性にされていないと
いうことを勉強させられました。

都城では、河川の清掃活動を行う予定です。
来年、３月６日に実施をすることにいたしま
したのでぜひ皆さん多くの方がこのロータ
リー奉仕デーに、参加をしていただきたいと
思っております。

会員増強 女子のエンパワメント ロータリー奉仕デーの実施

３つの重点項目

Together we can. We are Rotarian. いうのはご自分の心の中で呟いてください。
おまじないとか呪文のようにとなえていただくと、必ず誇りと自信を持って行動が出来るというふうに思っております。

第１標語

「超我の奉仕」　Service Above Self

第２標語

「最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」　He Profits Most Who Serves Best

2021-22 年度地区スローガン
「ロータリーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動しよう」

　Together we can. We are Rotarian.

本日は、都城出身の井福ガバナーの公式訪問であります。心から訪問を歓迎申し上げます。それでは、「クラブの強みと弱み」について、 のテーマ
で、お話しをさせて戴きます。ロータリークラブの活動の目的は、「職業奉仕」であります。皆さんの何気ない例会での会話にも、お互いが相手の職業
を尊重し、支え合いの活動が行われていることを感じます。地域社会で取り組まれる「家庭倫理の会」の教えに「働きは最上の喜び」と言った項目
があります。「働いて初めて生き甲斐がある。真心で働いたとき、必ず喜びがわく。誠の働きには、報酬以外に喜びと言う報酬が与えられる。」ロー
タリークラブが目的としている奉仕の心だと思います。言葉の「ハラスメント」。これまで、当たり前のように使っていた言葉も、配慮が求められる時
代です。経営者には、人権への配慮と人材の確保、そして、利益の追求。さらに、ロータリアンには「奉仕の心」が求めらます。そのような中にあって
も、2730地区のロータリアンの方々は地域でも輝やいておられます。強みの仲間の支え合いが、都城市の経済を支えておられると感謝しております。ロータリーク
ラブの支え合いの実践によって、すばらしい歯車の回転となって、都城市の活性化と経済発展が起きることをご祈念申し上げ、発表を終わります。

　　　　　　　　　　　　　　インターアクト・青少年奉仕委員会　小玉 忠宏会員

　寄付で成り立っている教育振興基金の制度は、都城クラブのロータリアンの方が大変誇りに思い、また、理解し、手助けをいただいている制度ではな
かろうかと思います。ジェラール・シャンドリという方の言葉だそうですが、「人生を終えて後に残るのは、われわれが集めたものではなく、与えたも
のである。」という言葉がございます。とかく我々は自分のもとへ色々なものを、自分のものを自分のものとして集めがちでございます。何よりも終え
て後に残るものは与えたものであるということは、大変大きなことではなかろうかと、また、ロータリーの思想にもあっているのではなかろうかと思っ
ています。教育振興基金やポリオ撲滅についても寄付という奉仕の中で、一人一人の手ではできない大きなことが、できていること、本日のクラブ
フォーラムの中でロータリーの素晴らしさをお一人お一人が認識する機会となればありがたいと思っています。子供たちが大好きなアンパンマンの歌が
ございます。小さな子供たちが好きな歌の割には深い歌詞がございます。「何のために生まれて、何をして生きるのか分からないなんてそんなのは嫌だ」とこう書い
てございます。子供たちにその言葉の意味、答えが出せるわけはないと思うのですが、逆に言うと、人生の中でその答えを出せたとしたら素晴らしいことではなかろ
うかと考えております。自分の人生の目的を、与えることを目的とすることができたとすれば、その人の人生は輝かしいものになると考えています。ロータリーの活
動の素晴らしさを一般の方へ伝えていくことは何よりも大切なこと、それによって理解が生まれていくのではないでしょうか。喜んで楽しく参加できる、その奉仕が
喜びであるという気持ちが持てる方が大切ではないでしょうか。これからまた、色々な場面で我々の奉仕が目に見える形、見えぬ形、色々な形で喜ばせていただける
時があろうかと思います。ここにいる者皆友として一緒に喜ばせていただけるようなクラブでありたいなと考えております。

　まず1つ目のテーマ　クラブの奉仕への取組み状況と意識について発表させて頂きます。職業奉仕。では職業奉仕賞として、概ね20年以上継続して、職業を
通して社会に奉仕している個人もしくは団体を毎年表彰しておりましたが、一昨年と昨年は、できておりません。社会奉仕については10年以上継続して活動す
る事により社会に奉仕されている個人もしくは団体を表彰させて頂いております。国際奉仕姉妹関係にある台湾の豊原ロータリークラブと周年事業の際などに
行き来して交流を行っております。台湾豊原ロータリークラブから記念のしるしとして贈られた狛犬を、きれいな状態で保つよう毎年、維持管理しておりま
す。新世代奉仕都城商業高校と都城東高校のローターアクト活動の支援を行っております。まず、商業高校においては、先輩方からの引継ぎがスムーズになさ
れており、上長飯小学校の放課後ボランティア活動など、地域に密着した素晴らしい活動を継続して実施されています。次に東高校においては、インターアク
ト生が2名だったのが１５名へと大幅増員になったとのご報告をいただいております。他にもローターアクトクラブについても支援や会員数増強に向けての協力を行ってお
り、こちらも本年度は5名増員となっております。ロータリー財団、米山記念奨学会、教育振興基金についてそれぞれに委員会を設け、会員の皆様に月間の際などに寄付を呼
びかけられ、例年でいうと年度おわりまでにはほぼ100％の会員から寄付をして頂いております。また、例会時には財団ボックスとポリオプラス募金箱をまわして、寄付をお
願いしております。クラブの強み他のクラブと比べ、会員総数に対する女性会員の割合が大きい為、都城ロータリークラブは多様性のあるクラブ会員構成であると思います。
クラブの弱み特に宣伝活動をするわけでもないので、会をあげて多額の寄付を行っていても世間一般の方にはあまりよく認知されていないように思います。また、どういう活
動をしている団体なのかも、理解されていないかもしれません。これはあくまでも個人的見解ですが、ロータリークラブの例会は1時間という決まった時間で、いろいろな学
びにはなっているのですが、日中大事な時間帯に社長が会社を空ける事で、社員から、ただの暇な社長さんたちの社交の場くらいにしか思われていないならば、とてもさびし
い思いがします。そこで、ロータリークラブに入って会員の皆様と交わる事で、どんな事でもいいと思うのですが、社長はどこか変わった(良くなった)と家族や社員から思わ
れるようになったり、何かしらの人間的成長がみられるならば素晴らしい事だと思います。

　　　　　　　　　　　　　　会員増強部門　佐々木 慈舟委員長

　　　　　　　　　　　　　　プログラム委員会　塩屋 彰英委員長

青少年奉仕委員会 小玉 忠宏会員

スピーチはQRコードから確認できます。

井福ガバナー 小玉会員 佐々木(慈)委員長 塩屋委員長

ポール・ハリス・フェロー賞 中村太賀吉 氏

MU（メークアップ）状況

MU有会員

MU無会員(10/29)

MU要会員(11/12)



2021 年 11 月 19 日（金）
会場：メインホテル５Ｆ

第３２２０回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

ガバナー公式訪問に感謝しています。

益々のご活躍を祈っています。

西田　憲一 ￥1,000 クラブフォーラムでの発表をして頂きます。

佐々木慈舟部門長、塩屋委員長、小玉会員ありがとうございます。

長峯　　基 ￥2,000

上原　誠史 ￥1,000 井福ガバナー、中村ガバナー補佐、吉原地区幹事、本日はありがとう

ございました。

西田　憲一 ￥1,000 井福ガバナー、吉原地区幹事！本日はガバナー公式訪問ありがとうご

ざいました。

＜ロータリー財団＞

ロータリー月間に木脇　義紹 ＄100

鎌田　明彦 ＄100 井福ガバナー 吉原地区幹事本日はありがとうございます。

月間につき

木場　智彦 ＄100 井福ガバナーの前途を祝して

垣内　和美 ＄100

皆様本日はありがとうございます。ホームクラブは「ほっと」します。

西田　憲一 ￥1,000

中村　壽秀 ￥5,000

木脇　義紹 ￥1,000 井福ガバナー 頑張って下さい！

東郷　研哉 ￥1,000 井福ガバナー ようこそ都城RCへ!!

佐々木慈舟 ￥1,000 井福ガバナー 本日は有難うございました。

吉原　和雄 ￥1,000 井福ガバナー 今日はありがとうございます。

吉国　広子 ￥1,000 井福ガバナー 本日はありがとうございました。

四季　信一 ￥1,000 井福ガバナー、吉原地区幹事、本日はご苦労様でした。毎日大変で

しょうが頑張って下さい。

宮川久美子 ￥1,000 井福ガバナー 今日はありがとうございました。

お誕生日祝も頂きありがとうございました。

中村太賀吉 ￥1,000 井福ガバナー、吉原幹事本日はご苦労様でした。

黒木由美子 ￥1,000 井福ガバナー 本日はおこしいただきありがとうございました。

井福ガバナー 訪問ありがとうございます。落合　精三 ￥1,000

井福ガバナーのすばらしい卓話をいただきありがとうございました。佐々木鴻昭 ￥1,000

上原幹事、吉国出席委員長、本日の例会100％出席に向けてお世話に

なりました。ありがとうございました。


