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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3236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

78.00％

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

本日も例会に多くご参加をいただきましてあり
がとうございます。　
さて、先週の例会では吉国出席委員長より発
表がありましたように、６月３日の各委員会事
業報告発表例会において、例会修正出席率１０
０％を達成致しました。今年度２回目となる例会修正出席率
１００％達成となりました。私もこのクラブに入会して１０年
が経ちますが、２回出席率１００％例会を経験させていただ
くのははじめての経験だと記憶しております。しかも私が、
会長に時に経験できることは幸せなことだなと思うと同時
に、１００％達成に向けてメイクアップなどの催促をしていた
だいた吉国委員長に感謝すると同時に、１００％へご協力い
ただきました全会員の皆様にも感謝申し上げます。
それでは、本日のプログラムは、川畠委員長をはじめとす
る親睦委員会担当によります「感謝の集い」になっておりま
す。朝より、霧島ゴルフクラブの方で会長・幹事杯ゴルフコ
ンペが開催されております。
そして、本日はジモミヤを利用しての例会となっておりまし
て、クーポン券２ ,０００円分を会場の全ての皆様へ封筒のほ
うへ同封させていただいております。封筒の裏面を見ていた
だきますと・・・ささやかな小細工をしております。・・・・・・・
どうかお察しいただければと思っております。
因みに都城霧島プロバスクラブと都城ローターアクトクラ
ブの皆様にはあえて封筒への小細工はしておりませんので、
ご安心ください。
最後になりますが、本日の例会をとおして、それぞれの立
場を労いながら感謝する場となり、来年に向けても充実した
親睦の場となることを祈念し、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／ 『会長・幹事 退任挨拶』  　
会長・幹事担当

会長の時間 西田会長 幹事報告 上原幹事

皆勤賞

□地区　他クラブ　他団体　報告
□クラブ報告

● ６月は 決算月です。
会費等の納入をお願い致します。

● ６/27（月）新旧理事会  18:00  グランドパティオ
新）落合年度　7月定例理事会　18:00～　　　
旧）西田年度 理事会  　　　　  19:00～ 

本日のプログラム／感謝の集い 親睦委員会担当

　さて、本日の「感謝の集い」に先立ちまして、川畠委員長をはじめとする親睦委員会の皆様ど
うぞよろしくお願いいしたいと思います。

　これより「感謝の集い」ということではありますけれど、まずは、一人でも多くの人へお集まりいただきたいという思いもと、
ご案内させていただきました。そして、昨年の８月２０日に創立記念例会（納涼例会）でお招きする予定だった都城プロバスク
ラブの皆様と都城ローターアクトクラブの皆様にも、コロナウイルス感染拡大防止の為、創立記念例会を中止させていただいてお
りましたので、例年の「感謝の集い」とは違って藤井会長をはじめとする都城プロバスクラブの皆さまと戸高会長をはじめとす
る都城ローターアクトクラブの皆さまにもご案内させていただいた「感謝の集い」となっております。結果、本日は５５名の参加
者の中での「感謝の集い」を迎えることが出来まして本年度最後の親睦例会として、「感謝の集い」の名のとおり相応しい親睦例
会を迎えることが出来たと感じております。最後になりますが、本日は、場所が場所でございますので、親睦委員会の皆様には
あまり暴走をしすぎないようにお願い申し上げまして挨拶とさせていただきます。

西田会長あいさつ

会長幹事杯
ゴルフコンペ

親睦委員長
あいさつ

乾杯
あいさつ

司会進行

川畠委員長 温水直前会長 江上会員

歓　

談

締めの
あいさつ

小久保歴代会長

MU（メークアップ）状況
MU有会員

MU無会員(６/３)

MU要会員(6/10)

6/14 都城北 島津、吉原、清水、二見 

6/6 教育振興基金認定授与式　　島津、佐々木(慈)、西田、河東、東郷

6/11 教育振興基金太陽光清掃 佐々木(慈)、西田、上原

　　　田中、永友、堀之内、前田、中原、古嶋、黒木（貴）、湯通堂、下森　　　　　９名

前回修正出席率82．0％

　名

前回修正出席率100．0％
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19ヶ年 木脇歴代会長 18ヶ年 濟陽歴代会長

13ヶ年 佐々木慈舟会員

１ヶ年 吉国会員、江上会員

10年皆勤賞副賞 温水歴代会長、二見会員

ホームクラブ100％ 西田会長、上原幹事、濟陽歴代会長
鎌田歴代会長、温水歴代会長
塩屋会員、上村会員
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二
見
会
員

吉
国
会
員

温
水
歴
代
会
長



2022 年　６月 17 日（金）
会場：TERRASTA ３F DINING

第３２３６回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

＜米山記念奨学金＞

いつもお世話になります。￥1,000武田　信豊

西田　憲一 ￥1,000 川畠委員長をはじめとする親睦委員会の皆様、本日は例会をありがとう

ございました。

温水　玲子 ￥1,000 100％皆勤、10年皆勤をいただきました。入会して10年たった事に

又、会員の皆様と交流・親睦がはかれたことに感謝。

上原　誠史 ￥2,000 川畠委員長をはじめ、親睦委員会の皆様、本日はありがとうございました。

落合　精三 ￥1,000 たいへんお疲れ様でした。

木場　智彦 ￥1,000 会長、幹事、親睦委員会の皆様 今日は朝から夜まで御苦労様でした。

ありがとうございました。

佐々木鴻昭 ￥1,000 木脇さんとゴルフができず残念でした。

小久保健太 ￥1,000

木脇　義紹 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間ご苦労様でした。今日のお別れ懇親 充分に

楽しませていただきます。

東郷　研哉 ￥1,000 西田会長、上原幹事、１年間おつかれ様でした。

濟陽　順司 ￥1,000 皆勤賞と100％賞をいただきました。

渡瀬　　登 ￥1,000 川畠委員長、１年間御苦労様でした！

中村　壽秀 ￥1,000 西田会長 上原幹事コロナ禍の一年大変でしたね。お疲れ様でした。

田中　穣弐 ￥1,000 感謝の夕べに感謝。

二見　康之 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間お疲れ様でした。

前田　尚子 ￥1,000

鎌田　明彦 ￥1,000 親睦委員会の川畠委員長をはじめ 委員会のみなさん ありがとうございました。

鎌田　明彦 ￥1,000 100％賞をいただいてありがとうございます。

￥1,000西田　憲一 ロータリー財団、米山ともクラブの寄付金目標を達成出来ました。会員

の皆様ありがとうございました。

親睦委員会の皆様 本日はお疲れ様でした。おいしいお食事と楽しい余興

皆様とよいひと時を。

￥1,000黒木由美子

山﨑　忠芳 ￥1,000 親睦委員の皆様ゴルフ懇親会をありがとうございました。

上村　　久 ￥1,000 皆勤賞を頂きましてありがとうございました。

四季　信一 ￥4,000 RACのメンバーほぼ全員の参加ありがとうございました。サッカーくじ

が当たったので少々多く出します。西田会長!!

吉国　広子 ￥1,000 皆勤賞ありがとうございます。

塩屋　彰英 ￥1,000 西田会長、上原幹事１年間本当におつかれ様でした。

長倉　清一 ￥1,000 親睦委員会の皆様本日は、ありがとうございます。

垣内　和美 ￥1,000 ジモミヤありがとうございました。

川畠　悦子 ￥1,000 感謝、感謝です。ありがとうございました。

江上　博和 ￥1,000 ２年間お世話になりました。ありがとうございました。

須賀　成人 ￥1,000 親睦委員の皆様ありがとうございました。

福﨑　順久 ￥5,000

西谷　昌明 ￥1,000 ゴルフありがとうございました。また、川畠委員長１年間お疲れさまで

した！

湯通堂　恒 ￥1,000

栁田　義史 ￥1,000

￥1,000宮川久美子 一年間お疲れ様でした。感謝の集いも楽しかったです。ありがとうござ

いました。

（都城霧島プロバスクラブ）


