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例会報告

都城RC週報
都城ロータリークラブ

会長 西田憲一

４月
出席委員会報告

幹事 上原誠史

母子の健康月間

目標会員数：56名

36名

4/5 都城北

黒木(誠)、
清水、江上、東郷、島津

13名

4/6 都城西

島津、須賀、清水、黒木(誠)、江上

本日出席者数
本日欠席者数

73.47％

MU有会員

MU要会員(4/1)

田中、堀之内、中原、戸高、下森、湯通堂

6名
前回修正出席率 87.76％

MU無会員(3/25)

13名
前回修正出席率

会長の時間

都城市8-9 メインホテル4F

MU 情報

西田会長
クラブ名

TEL：0986-25-0834

３

日程

時間

E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp

４

74.51％
５

会場

備考

本日もご参加頂きましてありがとうございます。
都城北 RC ４ / 26
（火） 12:00〜13:00
ロイヤル ※夜間例会の為
さて、先週の金曜日の職業奉仕賞授賞式ですけど、
一昨日の宮崎日日新聞に都城ロータリークラブの職
幹事報告
上原幹事
業奉仕賞の記事が掲載されておりましたので、ご報
告させて頂きます。また、賞を授賞されたフィッシュ
□地区 他クラブ 他団体 報告
カービング司工房の土持様より、先週の授賞式にお
いてフィッシュカービングの実物をご披露することが出来なかったと
のことで、フィシュカービングとはどういうものかを昨日お持ちいた ●井福ガバナー事務所…
だいたようです。せっかくですので、皆さまにこの場を借りましてフッ
①地区大会登録 延期4/12迄
シュカービングの実物をご披露させていただきたいと思います。
及び 交通手段調査アンケートの件
さて、先週の日曜日 霧島市国分公民館において、
ＲＡＣ地区連絡
協議会の方に中村ガバナー補佐、次年度ＲＡＣ委員会の委員長の二
見会員と３名で参加させて頂きました。その中で、２月２６日に開催 □クラブ報告
されたＲＡ地区年次大会の報告がございました。大会登録数として
●4/15（金）第3回次年度理事会 例会終了後 13:30 メイン４Ｆ
は、１４９名ということで盛大に終えることが出来ましたいう報告が
ございました。また、参加したＲＡＣの８クラブ代表から１年間のロー
ターアクトクラブ活動報告があったようでございます。その結果、嬉
しいことに最優秀賞が都城ＲＡＣで、優秀賞は国分ＲＡＣだったこと
をご報告させて頂きます。
皆 勤 賞
そこでせっかくですのでこの度、最優秀賞を受賞した都城ＲＡＣの
活動を少しだけふれさせていただきます。都城ＲＡＣでは 1 年とおし
て、若者らしい例会を実施されております。その若者らしいなと感じ
る例会の中に「おにぎり」アクションという例会がございますので、
この例会を紹介させて頂きます。
「おにぎり」アクションについては、ＮＰＯ法人 ＴＡＢＬＥ ＦＯ
Ｒ ＴＷＯ Ｉｎｔｅｒｎａｔｏｎａｌを通じてアジア、アフリカのこど
もたちに給食をプレゼントする活動になっております。
どういった活動かといいますとＳＮＳにておにぎりの写真に「♯お
にぎりアクション」とつけて投稿するだけとのことです。１枚の写真
投稿が給食５食分に相当するということで、都城ＲＡＣでは１００食
を目標として取組んでおります。これはほんの例会活動の１例ではあ
りますけど、こういった取り組みもあって最優秀賞を受賞することが
出来たのではないかと感じさせていただきましたので、ご報告させて
頂きました。
それでは、本日のプログラムは、ロータリー情報委員会によります
東郷歴代会長
西田会長
ロータリー情報フォーラムとなっております。後ほどロータリー情報
12ヵ年
８ヵ年
委員会の木場委員長より本日のプログラムを進めていただますが、
木場委員長どうぞよろしくお願い致します。
最後になりますが、本日の例会をとおして、ロータリアンとして更
なる学びの場となり、本日も多くの方が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、本日も最後までよろしくお願い致します。

事務局

２

上之、川添、永友、中村(太)、前田、宮川、中原、湯通堂、後藤、戸高
古嶋、下森、
田中

例会場

メインホテル

「ロータリ−クラブに入ろう」 田中久夫 著

筆者経歴
１９５７年群馬県高崎市生まれ（６４歳） 高崎経済大学経済学部教授
さくらジャパン税理士法人・税理士
ロ−タリ−歴：（1954年創立、会員数１３７人）
１９９８年 高崎ロ−タリ−クラブ入会、幹事をへて会長 その後国際ロ−タリー第2840地区ガバナー
１

西田、二見、中村(壽)

51名

本の紹介

ロータリー情報委員会担当

ロータリー会員の解説入門書は難しいものが多いですが、ロータリーの魅力を優しく伝えて
いる本です。著者が入会してからガバナーになるまでを経験のもとに書いてあります。是非読
んでいただきたいです。

現会員数：51名

4/3 RA第3回地区連絡協議会

会員数

木場委員長

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

MU（メークアップ）状況
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出席率

■卓話

学び 考動し
喜んで
奉仕しよう

年度スタート時会員数：52名

吉国委員長

本日のプログラム／ロータリー情報フォーラム

クラブモットー

６

７

８

勧誘と入会
＊「会合は週１回、１時間、お昼時に食事をしながら歓談する。また世の中の識者をよんで様々な講話を聴くこともある」
＊【誰もが入れるクラブではない。選ばれた人だけが入れるのだ。】
＊【でも入ったら簡単にやめられない。辞められるのは本人が死んだときか、会社が倒産した時だけだ。】
＊「ロ−タリ−の活動は、地域社会への奉仕活動が中心だ。いろんなことが経験できるから、成人した大人としてクラブに参加することは意味のあ
ることだ。仕事ができる人は奉仕活動をすることで社会に貢献しなければならない。君が一皮むけるチャンスである。
＊「ロータリ−に入ったら誰に何を言われても、はいか、イエスか、喜んでしかない。
親睦委員会（納涼例会）
＊新入会員は入会後３年は親睦委員会に配属される。
＊夏の納涼例会、秋の月見例会、年末のクリスマス例会、正月の新年例会、春の花見例会、６月の年度末懇親会、大人の例会だから酒席が何より大事
クリスマス家族例会
＊この例会は会員のほか配偶者、子、孫まで出席できる。家族に対する年に１度の罪滅ぼし。
＊子供やお孫さん達にはメンバ−が着ぐるみを着て子供たちを迎える。
＊子供たちを大切にするにはまじめな理由がある。
（僕たちが子孫に残せる財産のうち１番大切なものは何か、それは経済的な資本ではなく文化的
な資本である。小さいころから良質な環境で育てられ常に楽しく上流の生活を過ごしたいという記憶や体験こそが子供に残すべき財産である）
国際奉仕委員会
＊５０周年の会長と実行委員長（電気工事会社の社長）は黒の紋付き袴。ＡＳさんはこの式典に自己資金を１００万寄附。ＡＳさんはこの翌年没さ
れた。奥様から後から聞くと式典の時は自分の病状や余命は知っていて、自分のロ−タリ−ライフの総仕上げのつもりで実行委員長を引き受け
たらしい。それを後で知ってみんな涙した。それほどロ−タリ−が好きだったのだ。
職業奉仕委員会
普通は会員企業の見学や議会の傍聴などが多い。
「君が教えているＴＫ大学を見学し面白い教授が講義をしている授業をきいて、学食で昼食を
食べて昔の学生時代を思い出したい」
【女子学生を一人に２人つけて、学内の見学をしたい】
＊「職業とは一応は生活の糧を得るための利潤の追求を目的としている。しかし職業は実は人間が社会生活を営むために必要な業務を分担するこ
とであり、その報酬として利潤が与えられる」
米山記念奨学事業
＊ロ−タリ−が行う奨学事業 米山梅吉（東京ＲＣ）が始めた米山基金
対象：訪日した私費外国人留学生
彼らからは今の日本の若者からは感じられなくなったひたむきな生き方、生きる力を感じる。彼らの持つひたむきさは僕らが若い時に持っていた人
生への不安、それに立ち向かう前向きな情熱を連想させる。
「なぜ日本の学生じゃないのか」
「日本と政治的に良くない国の留学生を支援するのか」
とかいろいろ意見があるが
名言：【寄付はお金のある人がするのではなく、心ある人がすることなのです】
ロータリ−財団
国際ロ−タリーの６人目の会長ア−チークランフ氏の提唱で１９１７年に基金として発足し、1928年の国際大会で「ロータリー財団」と名付けられた。
＊これは博愛、慈善、人道的かつ教育的目的をもつ効果的なプロジェクトに補助金を支給している。
＊１０００ドル以上を寄付した人はポ−ル・ハリス・フェローとなり表彰される。
地区組織
＊ガバナ−：
「ガバナーになるには健康でなければならない。激務だから身体的な健康はもちろんだが、もっと大切なのは経済的な健康だ。」
「ガバナーは終身刑だ。ロ−タリー行事への参加経費がかかるのはもちろんだがその後死ぬまでパストガバナーとして各種の経費が掛かる」
＊ガバナー補佐：ガバナー、の「目、耳、手、足」になること。口がないのは人間は話すとどうしても自分の感情が入る。それを秘書が自分の口で伝え
ることによって間違って伝えられることがあるかもしれない。
新入会員のロ−タリ−に入る前のロ−タリ−に対するイメージ
①
②
③
④
⑤
⑥

名士、地元有力者、社長、成功者、お金持ち
会費が高い、お金がかかる
敷居が高い、堅い
年齢が高い
例会行事が多い、出席が厳しい、時間が取られる
地域貢献、奉仕活動ができる

たか？
いまし
知って

世界的に有名なＫＦＣの店頭に立っている白
髪、白いひげ、白いス−ツのおじさん、カ−ネ
ルサンダ−スの左胸には歯車のロ−タリ−

バッジがついているのです。そうなのです。カーネルサンダ−スはロ−タ
リアンだったのです。

SAA報告（寄付金状況）
9,000円

5,200

520,000円
0円

323,000円

0
3,200
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第3229回
広報部門

前田尚子

395,000円

0円
378,000円

本日のプログラム／会員卓話(狛犬と当時のエピソード)

クラブ会報委員会

国際奉仕委員会担当
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

2022 年 ４月 ８日（金）
会場：メインホテル５F

第３２２８回 SAA報告
＜ニコニコBOX＞

西田

憲一

￥1,000

８年皆勤賞いただきました。ありがとうございました。

西田

憲一

￥1,000

姪っ子がつい先日入籍しました。また、先を越されてしまいました。

上原

誠史

￥1,000

木場委員長、本日はありがとうございました。

森山芳太郎

￥1,000

木場歴代会長ありがとうございます。

木場

智彦

￥1,000

久しぶりの卓話をさしていただき、ありがとうございました。

福﨑

順久

￥1,000

コロナももう終わりになるだろうと思います。会員を増やしましょう！

東郷

研哉

￥1,000

皆勤賞ありがとうございます。

中村

壽秀

￥1,000

木場歴代会長

河東

光浩

￥1,000

中座させて頂きます。

本日は勉強になりました。

