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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

クラブモットー

第3233回
例会報告

ロータリー親睦活動月間 ６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：52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

70.00％

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頂きましてありがとうございます。
　さて、先週の３日間において地区大会が開催されまして、
井福ガバナーをはじめとする本日お越しいただきました𠮷原
地区幹事、小坂実行委員長、前田会長。大変ご苦労様でご
ざいました。
　そして、地区大会に参加をいただきました会員の皆さまあ
りがとうございました。他にも土曜日に記念講演での受付や誘導などのお手
伝いをいただいた会員の皆さまありがとうございました。そして地区大会に
向けて、中村ガバナー補佐・鎌田地区副幹事・四季地区副幹事２０回ほどに
わたっての地区での会議や実行委員会でご尽力いただきましてありがとうご
ざいました。地区大会への関わりは、各会員に対して異なりましたが、地区
大会への協力や支援に対しましてこの場をお借りして皆様へお礼を申し上げ
たいと思います。
　また先週開催されました地区大会での報告をさせて頂きたいと思います。
本日皆様にお配りしている資料に地区大会決議案という資料があるかと思い
ます。そちらについては、ガバナー補佐／地区部門長　クラブ会長・幹事が
参加対象となっていた合同協議会において、決議第１号から決議第１２号の全
てが決議されました事をご報告させて頂きます。大事なことではありますの
で、時間がある時に資料のお目通しをお願いしたいと思っております。
　また、地区大会で何より印象的でしたのが、記念式典での池田市長の来賓
挨拶でした。挨拶の中で池田市長が、私は都城地区の教育振興基金の奨学金
を高校１年生から３年生まで３年間いただき、奨学金をいただいたお蔭で今
このような仕事をさせていただいております。というような挨拶をされました。
感動しました。この挨拶を聞かせていただいて、都城地区の教育振興基金が
いかに高校生にとって役に立って素晴らしい制度なのかを改めて感じさせてい
ただきました。こういった記念式典での事もありましたので、当クラブの教育
振興基金の寄付状況を早速に再度確認させて頂きました。教育振興基金の寄
付がまだの方が、５名いらっしゃいます。まだ間に合います。出来たら本日
か来週まで今一度　教育振興基金への寄付に喜んで支援をいただきたいと
思っております。
　それでは、本日のプログラムは、落合副会長、森山副幹事担当によります
次年度フォーラムとなっております。そして、本日の夕方には都城地区の４Ｒ
Ｃ４役会が開催されると伺っております。いよいよ来年に向けて落合年度に
よるロータリーの歯車が回り始めようとしているんだなと感じさせていただい
ております。
　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
の場となって、次年度フォーラムをとおして、落合年度が素晴らしいスタート
になる切っ掛けとなる事と、都城地区で開催された地区大会が無事に終える
ことが出来たことを祈念し、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。

本日のプログラム／各委員会事業報告
会長・幹事担当

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

●井福ガバナー事務所…
①地区大会お礼

□クラブ報告
●５/27（金）西田年度　クラブ協議会　例会終了後

13:40～  メイン４F

●本日５/27（金） ３ＲＣ４ＲＣ４役会
18:00～　グランドパティオ  

本日のプログラム／次年度フォーラム 副会長・副幹事担当

■地区大会への感謝のお言葉・ごあいさつ

クラブ名 日程 時間 会場 備考
MU情報

都城中央RC
都城北RC
都城北RC
都城西RC

 ６ / ９（木） ※休会の為中山荘12:00～13:00
 ６ / 14（火） ※特別休会の為ロイヤル12:00～13:00
 ６ / 21（火） ※夜間例会の為ロイヤル12:00～13:00
 ６ / 22（水） ※夜間例会の為中山荘12:00～13:00
 ６ / 23（木） ※休会の為中山荘12:00～13:00都城中央RC

 ６ / ８（水） ※特別休会の為都城西RC 中山荘12:00～13:00

　会長の時間に西田会長がお話されたとおり、地区大会で決議が行われました大会決議第12号議案 (地区大会、ホ
ストクラブ並びにコ・ホストクラブに感謝する件）は、全会一致で採択されたものと思っております。
　西田会長を始め、中村ガバナー補佐、鎌田地区副幹事、四季地区副幹事、委員の皆様には、20 回を超える実行委
員会に出席いただき、本当に緻密な計画を立てていただきました。そして、都城クラブの皆様には非常に献身的な奉
仕で地区大会を成功に導いていただきました。心から感謝を申し上げます。ありがとうございました。

　地区幹事の吉原でございます。西田会長をはじめ、都城ＲＣの皆様には地区大会にて大変お世話になりま
した。今回都城ＲＣさんが総務部会ということで、鎌田さん、四季さん、そして、西田会長、中村ガバナー補
佐にも毎回実行委員会に出席いただきました。なかなかうまく進まないままに、地区大会を迎えて、本当に大
丈夫かなと思っておりましたが、皆様方のお力で盛大に開催することが出来ました。このコロナ禍、集団で集
まり、３１０人の大懇親会を中山荘の３会場で行いました。今、コロナ禍で飲食店等が営業時間短縮、自粛と
いう中で、大会開催後４、５日経過しておりますが、感染者の報告等も聞いておりません。このロータリーク
ラブが先駆けとなって、地区大会が無事に開かれたことで、これからの飲食、そして会合が大丈夫だという方
向性になってくれればということを、開催を終えて感じているところです。 地区大会は終わりましたが、総務

部会は記念誌の作成が残っております。まだまだ気の抜けない状況にありますので、最後までよろしくお願いします。皆様、力添えをいただきあ
りがとうございました。大会実行委員長と合わせて、地区からも重ねてお礼を申し上げます。

前田会長
𠮷原地区幹事

小坂実行委員長

井福ガバナー

会会長

栁栁田田　義史 湯湯通堂堂　恒 須須賀賀　成人

中原 美穂・ 江上 博和

後藤 雅彰・戸高 直樹

下森 大也・黒木 貴則

佐々木鴻昭 木脇 義紹

親睦委員会 国際奉仕委員会 教育振興基金委員会

中村 壽秀

小久保健太 黒木 貴則 福﨑 順久 垣内 和美

米山記念奨学会委員会

西西谷谷　昌明 川川添添　正浩 田田中中　穣弐

川畠 悦子 古嶋 意範
堀堀之内芳久 前前田田　尚子

出席委員会
ロータリー情報委員会

メディア関連
広告・宣伝委員会

社会奉仕委員会
ローターアクト委員会

清水由紀子 川原 哲郎
二二見見　康之

長峯 基 島津 久友

河河東東　　光浩浩 渡渡瀬瀬　　登 長長倉倉　清一 中中村太賀吉 上上村村　　久 永永友友　禎二

上原 誠史 吉原 和雄 上之 弘文 黒木 誠朗 宮川久美子 川越 宏行 小玉 忠宏 吉国 広子

ロータリー財団委員会

佐佐々木慈舟 山山﨑﨑　忠芳 濟濟陽陽　順司 塩塩屋屋　彰英 鎌鎌田田　明彦 東東郷郷　研哉

プログラム委員会 会員増強・選考職業分類委員会 クラブ会報委員会 職業奉仕委員会 インターアクト・青少年奉仕委員会

次年度会長 ＳＡＡ  温水水　玲子 副副ＳＡＡＡ ：： 黒木由美子

ククラブ管理部門 会会員増強部門 広広報部門 奉奉仕プロジェクト部門 新新世代奉仕部門 ロロータリー財団部門

クラブ戦略委員会 クラブ理事会 副幹事 ： 四季 信一

直前会長
会計 木木場場　智彦

現会長

直前会長 幹事 会長エレクト 副会長

西西田田　憲一 森森山芳太郎 佐佐々木慈舟

落落合合　精三

会長

佐々木慈舟部門長
山﨑部門長（代読） 済陽部門長 鎌田部門長塩屋部門長 永友委員長

落合会長

永友委員長

落合会長

済陽部門長

塩屋部門長

鎌田部門長

ＱＲコードから部門長あいさつが
確認できます。

MU（メークアップ）状況
MU有会員

MU無会員(5/13)

MU要会員(5/20)

5/21 地区大会第1本会議　　　　西田、上原、落合、温水、渡瀬、須賀、宮川、前田
鎌田、上村、川添、濟陽、塩屋、山﨑、森山、木脇

西谷、古嶋、中村(壽）、福﨑、二見、吉国、𠮷原
黒木（誠） 

5/22 地区大会第2本会議　　　 西田、上原、中村(壽）

5/23 教育振興基金理事会　　　 佐々木(慈)、東郷、木場 

田中、堀之内、上之、黒木(貴)、中原 5名
前回修正出席率90．0％

　　　田中、堀之内、戸高 3名
前回修正出席率94．0％

黒木（由）、小久保、木場、小玉、四季、湯通堂、戸高



2022 年　５月 27 日（金）
会場：メインホテル５F

第３２３3回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

地区大会では都城クラブの皆様には大変お世話になりました。お陰様で盛

会に地区大会を終える事ができました。皆様のお力添えに感謝致します。

￥5,000井福　博文

𠮷原　信幸 ￥5,000 地区大会、総務部分担当して頂きました。鎌田会員四季会員、そして中

村ガバナー補佐、西田会長大変お世話になりました。そして、都城ＲＣ

のご協力ありがとうございました。感謝です。

小坂泰一郎 ￥10,000 井福年度の地区大会都城ＲＣのご協力のもと無事終えることが出来ま

した。本当にありがとうございました。

西田　憲一 ￥1,000 先週の地区大会でのご参加とお手伝いのご協力いただきました会員の

皆様、ありがとうございました。

西田　憲一 ￥1,000 落合年度が本日の次年度フォーラムにおいて素晴しいスタートになる

事を祈念して！

落合　精三 ￥1,000 次年度をよろしくお願い致します。

福﨑　順久 ￥1,000 西田会長あと一ヶ月頑張って！

渡瀬　　登 ￥1,000 中村ガバナー補佐、鎌田地区副幹事、四季地区副幹事、地区大会お疲

れ様でした！

鎌田　明彦 ￥1,000 会員の皆さん地区大会に参加くださり、またお手伝いもいただきあり

がとうございました。

￥1,000中村　壽秀 皆様 地区大会ありがとうございました。

￥5,000前田　吉基 西田会長・上原幹事をはじめ地区大会実行委員、鎌田さん四季さんを中

心に都城ＲＣの皆様方には多大なご尽力を頂戴いたしまして何とか、コ

ロナ禍での地区大会を終えることができました。都城西ＲＣを代表いた

しまして心より感謝申し上げます。

（ガバナー）

（地区幹事）

（ガバナー補佐）

（都城西RC）

（地区大会実行委員長）


