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会長 西田憲一  幹事 上原誠史都城ロータリークラブ
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第3224回
例会報告

水と衛星月間 ３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

12月
皆勤

１月
皆勤

　年明けのはじめての例会にあたりまして本日はご参
加頂きましてありがとうございます。
　新型コロナウイルス感染拡大防止のため、１月と２
月は例会を中止にさせて頂きましたが、久々の例会が
出来ることをありがたいなと感じさせておりますし、
例会を中止せざるを得ない状況になった際の例会開催
をハイブリッドやＺＯＯＭを利用しての開催のあり方を
考えないといけないのではないかと思っております。
　さて、昨年の年末家族会においては、大変賑やかな家族会になり
まして川畠委員長をはじめとする親睦委員会の会員の皆さんには大
変お世話になりました。お蔭をもちまして、ちょっと違う意味での好
意と友情を深める場の家族会が出来たことを感謝申し上げます。　
　また、本日は３ヶ月分のロータリーの友とガバナー月信など配布
物が多いので、時間がある時にお目通しをいただきたいと思ってお
ります。本日の配布物の中に１２月にクラブ健康チェックシートとし
て、アンケートを回答していただいた集計を須賀ＳＡＡの方でさせて
頂いたようですので、皆様には、アンケートの結果の方を週報の号
外として配布させていただいております。この結果をふまえまして、
より良いクラブの活性化へ役立てたいと思っておりますので、どう
ぞ、宜しくお願い致します。
　今月の月間は水と衛星月間となっております。３月６日の日曜日
においては都城ロータリークラブが、ホストとなりまして午前中に年
見川の清掃活動を実施する方向でロータリー奉仕デーを開催するこ
とになっておりました。ただし、コロナウイルス感染拡大防止の観
点より、ロータリー奉仕デーが中止ではなく、現在は延期となってお
ります事をご報告させて頂きます。　
　本日のプログラムは、東日本大震災追悼フォーラムとなっておりま
す。皆さんもご存じのように１１年前のちょうど今日の日が、東日本
大震災が発生した日となっております。この日だけは日本人として
ロータリアンとしても風化してはならない日だと思っております。こ
のことから東日本大震災などのボランティア活動に深く関わっている
「きりんさん」をお招きしての卓話を１年前ほどからお願いしており
まして、この日を迎えることが出来たのは喜ばしい限りだなと思っ
ております。　
　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、本日は多くの方が誕生者祝福と皆勤賞を頂いて
おりますので、喜んでニコニコをしていただく例会の場となることを
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、本日も
よろしくお願い致します。

本日のプログラム／『職場訪問例会』
職業奉仕委員会担当

会長の時間 西田会長

幹事報告 上原幹事
□地区　他クラブ　他団体　報告
●都城地区３ＲＣ例会変更について
◆3/17（木）都城中央ＲＣ   12:00～13:00 中山荘  ＊休会の為
◆3/29（火）都城北ＲＣ   　12:00～13:00 ロイヤル

＊夜間観桜会の為

●都城北ロータリークラブ 中村 崇志会長・外勢 徹男実行委員長…
　　　お蔭さまで創立55周年記念行事を迎えました。

コロナ禍のため事業も短縮し会員のみで開催することにいたしました
とのお知らせ

●井福　博文ガバナー事務所…
① 2022年3月のロータリーレートは、１ドル＝116円
② フォトコンテスト募集のお願い   ＊チラシ配布
③ 地区ライラ「ロータリー青少年指導者養成プログラム（RYLA）」

開催について （募集要項） 
昨年度はコロナ禍でRYLAの開催を中止いたしましたが、今年は、万全
のコロナ感染症対策を施し、宿泊無しの１日開催リアル開催。
ホスト：西都ロータリークラブ 　締切 4/28

④ ガバナー月信  1月号　2月号　3月号
⑤ 地区大会のご案内

5/20（金）～5/22（日）  都城総合文化ホール
ホテル中山荘

第１本会議 5/21（土）　 後日会員様へ出欠のご案内送ります

●山ノ内ガバナーエレクト事務所…
① 地区チームリーダー研修セミナー
2022年3月12日（土）10時～（受付9時半）16時半
城山ホテル 　登録料　3,000円

② 会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴＳ）開催のご案内
2022 年 3月26日（土）10時～（受付9時半）　懇親会18時半～
城山ホテル 　登録料　10,000 円（昼食、懇親会費を含みます）

●ロータリーの友　1月号　2月号　3 月号
※購読料改定のお知らせ2022年7月から200円→250円

□クラブ報告
●3/18（金）職場訪問　ＢＴＶ　中町ビル　９階会議室

現地集合 12:15   ＊駐車場 メインホテルへ
12:00 より食事可能（お弁当 お茶）
12:30 点鐘

●3/25（金）観桜会 　シェケン　例会18:00～　現地集合
※摂護寺から変更になりましたのでお間違いないよう

MU会員 12/21　　ジャパンカレントEクラブ 島津 都城北 長倉
12/22　　都城西 小久保、江上　　12/29　都城西 川越
 1/4 都城北     島津、垣内　　 1/5　 都城西　　　　島津

1/14 2月定例理事会 西田、上原、落合、温水、渡瀬、須賀、濟陽、佐々木(慈)
1/12 都城西 島津

塩屋、山﨑、森山、中原、川添、川畠
1/24 教育振興基金理事会　　 佐々木(慈)、木場、東郷 
  2/4 3月定例理事会 西田、上原、落合、温水、渡瀬、須賀、濟陽、宮川、塩屋

山﨑、森山、河東、川添、中村(太)
  2/5 都城北 島津
2/23 宮﨑県西部ｸﾞﾙｰﾌﾟIM　　 長峯、中村(壽)、西田、上原、落合、温水、鎌田、四季
2/26 第50回RA年次大会　　　 四季 　　　　　3/1　 都城北　　　　江上
  3/2 都城西 清水　 　3/3　 都城中央　　垣内、清水、島津
  3/4　　4月定例理事会 西田、上原、落合、温水、渡瀬、須賀、濟陽、佐々木(慈)

　塩屋、山﨑、森山、木場、河東、鎌田

祝日週の為 休会

MU要会員(3/4) コロナウィルス感染拡大防止の為 中止

MU（メークアップ）状況

MU無会員(2/25)

３ / 29 （火） ※観桜会の為都城北RC ロイヤル12:00～13:00

MU情報
クラブ名 日程 時間 会場 備考

教育振興基金奨学金お礼 皆 勤 賞 誕生者祝福

宮崎県立都城商業高等学校　教諭　甲斐久美子　様
宮崎県立高城高等学校　　　教諭　矢上　幸宏　様

各氏

塩屋 彰英（7ヵ年 ） 須賀 成人（5ヵ年）

鎌田 明彦（15ヵ年 ） 山﨑 忠芳（4ヵ年）

渡瀬　　登、中村　壽秀、須賀　成人
長倉　清一、川畠　悦子

長峯　　基、小久保健太、吉原 和雄
森山芳太郎、山﨑　忠芳、清水由紀子

川添 正浩、吉国　広子、戸高　直樹

1月

2月

3月本日のプログラム／東日本大震災追悼フォーラム プログラム委員会担当（SAKURA）

プログラム委員会　塩屋委員長挨拶
卓話　勢井由美子（きりん）様
（宮崎アカデミーロータリークラブ）

須賀SAAニコニコ報告謝　辞

堀之内歴代会長よりロータリー財団へご寄付を頂きました。



2022 年 ３月 １１日（金）
会場：ＳＡＫＵＲＡ
（イオン都城駅前店）

第３２２４回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

被災地の方々に平安がありますように。

そして今日は、ありがとうございました。

勢井由美子

（宮崎アカデミーRC）

￥1,000

＜ロータリー財団＞

堀之内芳久 ＄100

￥1,000

￥1,000

￥1,000

お誕生日ありがとうございます。川畠　悦子

東日本大震災11年目追悼を願い柳田　義史

￥1,000 誕生祝いありがとうございました。長倉　清一

お久しぶりです！！下森　大也

￥1,000 誕生・皆勤ありがとうございます。須賀　成人

￥1,000 きりんさん、本日は、ありがとうございました。

東北の方々に思いを寄せて

上村　　久

西田　憲一 ￥1,000

長峯　　基 ￥1,000 誕生祝ありがとうございます。

本日、今年最初の例会が出来た事を祈念して！

ひさしぶりの例会良かったですね。落合　精三 ￥1,000

西田　憲一 ￥1,000 きりんさん本日は、卓話をありがとうございました。

渡瀬　　登 ￥1,000 小玉会員の市議当選を祝して！

森山芳太郎 ￥1,000 誕生祝福いただきありがとうざいます。

小久保健太 ￥1,000 誕生日祝い有難うございます。まずは90歳めざします。

木脇　義紹 ￥1,000 久しぶりのロータリー例会でなつかしい気分。観桜会を祝して。

誕生日プレゼントをいただきありがとうございます！

皆勤賞をいただいてありがとうございます。

渡瀬　　登 ￥1,000

東郷　研哉 ￥1,000 きりんさんありがとうございます!!

誕生日祝をいただきました。中村　壽秀 ￥1,000

キリンさん今日はすばらしい例会をありがとうございました。今後の

御活躍をお祈りしております。

木場　智彦 ￥1,000

あれから11年なんですね。まだまだ地元の人たちのなかでは被災生活

のままとか。はやく復興できますよう祈ってます。

温水　玲子 ￥1,000

鎌田　明彦 ￥1,000

いつまでも忘れずに、毎年、偲んで行きます。黒木由美子 ￥1,000

初孫が産まれました！うれしいです！！河東　光浩 ￥1,000

きりんさん、これからも御活躍をお祈り致します。河東　光浩 ￥1,000

誕生日のお祝いを頂きました。ありがとうございます。山﨑　忠芳 ￥1,000

誕生祝有りがとうございます。キリンさんいつもありがとうございます。吉原　和雄 ￥2,000

皆勤賞も頂き有り難うございます。きりんさん有難うございました。塩屋　彰英 ￥1,000

憧れの年令になれました。楽しみます。ありがとうございます。吉国　広子 ￥1,000

皆様、お久しぶりです。￥1,000四季　信一


