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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3237回
例会報告

都城教育振興基金強化月間 ７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

76.00％

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

さて、本日を以って今年度最後の例会となります。
今月はロータリー親睦月間でもありまして、先週の「感謝
の集い」においては、都城霧島プロバスクラブより２名と都
城ローターアクトクラブより１０名お越しいただきまして結果
的には５５名での「感謝の集い」となり、ロータリー親睦月
間に相応しい最後の夜間例会となりました。川畠委員長をは
じめとする芸達者な親睦委員会の皆さまにはお世話になり
ました。１年間をとおして有意義な夜間例会をありがとうございました。
今年度は、「学び　考動し　喜んで奉仕しよう」というクラブテーマのも
と１年間活動させていただきました。思い起こせば、ドМな私は一昨年の１
０月ごろより会長に向けての準備をして参りました。そして、上原幹事とク
ラブ運営をする上で２人の目標を掲げました。クラブのためにもお互いの身
体が健康である１年間にしようという決め事をした上で、今年度をスタート
させていただきました。まずこの事を守れたことが、何より良かったなと思っ
ておりました。ですが、上原幹事より昨日に電話をいただきコロナウイルス
感染の濃厚接触者の可能性が高いという事もあり、色々と上原幹事と話を
させていただきましたところ、リモートでのＺＯＯＭによる幹事退任挨拶な
ど、あらゆる事を検討した結果　本日は、代読したかたちでの幹事退任挨
拶となっております。さらに、今朝ほど連絡がありまして陽性になったとい
う事で連絡がありました。ただし、感謝の集いでお集まりいただきましたロー
タリアンの方には影響はないとの保健所からの見解のようですので、ご安心
下さいとの事でしたのでご報告させていただきます。私から皆さまへお伝え
したい事として、上原幹事の立場を考えると皆さまへ向けて退任挨拶をど
れだけしたかっただろうなと考えるだけで、上原幹事の事が不憫でなりま
せん。上原幹事を私が指名させて、しばらくしてのことでしたが、私で本当
にいいのでしょうかと何回か聞かれたことをしっかりと記憶しております。
そこで、どうしてそのような事を云うのか尋ねたところ、若すぎるうえに、
理事としての経験もない状態を間接的に聞いているということでした。
そのようなことを考えると上原幹事には、知らないところで気苦労をさせ
たこともあっただろうなと思うと同時に、立派に幹事としての責務を果たす
ことが出来ましたよと言ってあげたいと思っております。今日を迎えたにあ
たり、私もこんなに地に足のつかないような心の状態でいることを考えるま
すと、上原幹事をどれだけ心の拠り所にしていた今年度であったと思います。
上原幹事に心からありがとうと言いたいと思います。そして、会員の皆さ
んからもあった時にはご苦労様と一言だけでもいいですので、言っていただ
きたいと思っております。
それでは、本日のプログラムは、会長・幹事退任挨拶となっております。
先日の「感謝の集い」の２次会の席において上原幹事より私の胸にあるバッ
ジをいただきました。素直にそのサプライズに嬉しくて本日そのバッジをこ
のように持参して参ったのですが・・・・・・、西田会長。私の幹事退任
挨拶ですが、２分あれば十分です。いや１分でも構いませんと嬉しそうに云っ
ていたことが、思い出されます。私個人的には、会長をして良かったなと思
えた 1 年間となりました。こうした背景には、上原幹事をはじめとする会員
の皆さま全てに恵まられた1年間でした。
最後になりますが、１年間あたたかく見守っていただきました会員の皆さ
まありがとうございました。と心からお礼申し上げまして会長の時間とさせ
ていただきます。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 就任挨拶』  　
会長・幹事担当

会長の時間 西田会長

本日のプログラム／会長・幹事　退任挨拶 会長・幹事担当
会長退任の挨拶をさせていただきます。いまだからこそ話せる話ではありますが、都城ロータリークラ
ブに入会する１０年前の話です。私は、もともと都城北ロータリークラブに入会する予定となっており、

都城北ロータリークラブに会員公示をしていただきました。ただ、会員公示後に反対の方がいらっしゃったようでございまして、入
会することが叶わず都城ロータリークラブに入会することになりました。
そんな劣等感を感じていた私が、入会してから９年が経ちまして昨年６月から会長をさせていただきました。それからさらに１年が
経ち、皆さまの前で会長退任挨拶が出来ることを感慨深く思っております。
会長就任挨拶した際の１年前の挨拶を思い出してみますと、「この都城ロータリークラブの会員で良かったと実感しております。」

と挨拶いたしました。その気持ちは、本日の退任挨拶にあたって変わらなかったなと感じております。他にも会長をさせていただいて良かったと思え
ることが、１年の中でも沢山ありまして身に染みて感じましたので、今後の落合次年度会長と佐々木慈舟次々年度会長予定者には、「会長は楽しいよ」
とまずはエールを送りたいと思っております。
とは言え、そう思えたことを考えてみますと、幹事に恵まれました。理事役員に恵まれました。各委員長にも恵まれました。会員の皆さまにも恵ま
れました。そして、縁の下の力持ち的な存在としての事務局のお二人にも恵まれました。事務局のお２人も含めた都城ロータリークラブ会員の全ての
皆さまに恵まれた 1年だったような気がしております。
また、個人的にも理事役員の皆さんや各委員長の皆さんとやり取りをさせていただく中で、この会員はこういう性格だったんだな・・・など各個

人を知る上で収穫になった１年間でもありました。会長をさせていただいたお蔭で、特に委員長の皆さんの個人の性格などを、会長前よりは随分と理
解出来るようになったような気がしております。私自身の今後における勉強になった１年間だったなと思っております。他にも今年度の活動をする中
での判断などの基準としては、まずは「みんなのためになるかどうか」ということを意識しながらやってきたつもりです。ただ、いろんな場面で惑わ
されそうな自分がいたのも事実としてあったと思っております。そんな中で正しい方向性に導いて、判断できたと思う組織こそ都城ロータリークラブ
の理事会だったなということを思っております。
「学び　考動し　喜んで奉仕しよう」というクラブテーマのもと、皆さんと一緒になって私自身もロータリーの事を少しは深く「学び　考えて動き
　喜んで奉仕できた」1 年間になったのではないかと考えております。また、この今年度をとおして１年間活動してきた中で、どういった活動を行っ
たのかを勝手ながらおさらいしてみました。
そこで、誰も希望していないかもしれませんが、　「良かったこと　ベスト１０」を発表したいと思います。

① 退会者なし
② クラブ細則の見直し（上原幹事担当）
③ 例会修正出席率１００％の２回達成（吉国委員長担当）
④　「ロータリーの森」に対しての会員への周知（河東委員長担当）
⑤ １２月にクラブ健康チェックを実施（須賀ＳＡＡ担当）
⑥ 都城ローターアクトクラブに対しての会員増強４名（四季委員長担当）
⑦ ロータリー財団・米山記念への目標額達成（田中委員長、木脇歴代会長担当）
⑧ 職業奉仕賞・社会奉仕賞などのメディアへの広報発信による新聞記載（前田部門長担当）
⑨ ニコニコの寄付に対して多く支援していただいたこと（須賀ＳＡＡ担当）
⑩ 休日になどによる訃報連絡網（理事会にて決定）

以上、誰も希望していない　「良かったこと　ベスト１０」を勝手ながら発表させていただきました。
最後になりますが、自分なりにモチベーションアップにつながる例会をふまえて、開催場所であったり、ジモミヤにもアンテナをはりながら工夫さ
せていただいたつもりです。今日からしばらくはそっとさせていただきたいとお願い申し上げまして、会長退任の挨拶とさせていただきます。１年
間本当にありがとうございました。

（※森山副幹事代読）
本日は、流行りの病にかかってしまい欠席しなければならなくなったことをお詫び申し上げます。大変申

し訳ございません。
ただいま、例会当日の朝方ですが、熱が引きまして慌ててあいさつを考えております。
まずは、西田会長、一年間お疲れ様でした。また、皆様におかれましては、西田年度を支え盛り立てていただいてありがとうござ
いました。
一年間、大してお役に立てなかったことを反省しております。ただ、大過なく職責を果たすことが出来ましたのは、ひとえに皆様方
のご支援、ご鞭撻があればこそと、改めて心より感謝を申し上げます。
思い返すと、西田会長からお声掛けをいただき、西田会長の強力なリーダーシップに引っ張られるがままのあっという間の一年間でした。特に、細
則や規定の見直し、委員会の再編については昨年から細かに検討されていて、実際に変更したことについては隣で感心するばかりでした。
正直、どのように運営がなされているかもわからない状態で昨年の温水年度の副幹事をさせていただいた状態だったのですが、この２年間、運営
に携わらせていただいて感じたのが、会員の皆様一人一人のご協力やご厚意で成り立っているということで、ロータリーについて少し理解が深まったよ
うに感じます。
この一年間は、西田会長をはじめ会員の皆様方に支えていただいた一年間でした。拙い幹事でご迷惑をおかけしたことも多々あったかと思いますが、
何とか一年間務められ、この一年の経験が私自身の財産となりましたことに心より感謝いたします。
来週から始まる落合年度が、素晴らしい一年となることを願って退任のあいさつとさせていただきます。
一年間、本当にありがとうございました。

西田会長あいさつ

上原幹事あいさつ

幹事報告 森山副幹事

□地区　他クラブ　他団体　報告

● 井福ガバナー事務所…
①各クラブのウクライナの支援活動

概要報告のお願い

□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～ 

ご紹介いただいた九州電力江上です。この度、７月１
日付で、一般社団法人九州経済連合会へ異動・出向す
ることになりました。
都城ロータリークラブ（ＲＣ）では温水直前会長、西
田現会長の下で２年間お世話になり、充実した時間を過
ごすことができました。
特にＲＣでは親睦委員会を務めさせていただき、川畠
委員長をはじめとしたメンバーの方と楽しく活動することができました。
これも両会長をはじめとしたＲＣの皆さまに温かく受け入れていただ
き、ご指導いただいたおかげであると感謝しております。ここで培った
ロータリアン精神を新任地でも発揮できたらと思っています。
赴任時期には、すでにコロナウィルス感染拡大の影響で十全な活動が
できず、おかげ祭りや盆地まつりなど、「今年こそは、今から頑張ろう」
といったこの時期に都城を去るのは非常に残念ではありますが、会社組
織に所属してますので、辞令には従わざるを得ません。
新しい勤務地は当職の地元福岡になりますが、遠い福岡の地から皆
さまのご活躍と都城ＲＣの益々のご発展を祈念いたします。
以上をもって異動のご挨拶とさせていただきます。２年間本当にあり
がとうございました。

宮崎県西・県南エリア統括　
都城営業所長　江上　博和　

退任あいさつ

クラブ名 日程 時間 会場 備考
MU情報

都城北RC  ７/ 26（火） ※納涼例会の為ロイヤル12:00～13:00

MU（メークアップ）状況
MU有会員

MU無会員(６/10)

MU要会員(6/17)

6/23 都城中央 佐々木（慈）、東郷、吉原

6/21    都城北 垣内、島津、清水、川添、吉原

6/22 都城西 垣内、島津、川添

永友、中村（太）、下森、黒木（貴） ４名

前回修正出席率92．0％

田中、永友、堀之内、前田、中原、古嶋、黒木（貴）、湯通堂、下森 　名

  　前回修正出席率82．0％



2022 年　６月 24 日（金）
会場：メイン５Ｆ

第３２３７回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

都城ロータリークラブ全会員の皆様。１年間ありがとうございました。￥1,000西田　憲一

西田　憲一 ￥1,000 上原幹事。特に１年間お世話になりました。ありがとうございました。

木脇　義紹 ￥1,000 西田会長、上原幹事、1年間ご苦労様でした。両者の頑張りに心から

感謝します。

温水　玲子 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間おつかれさまでした。

堀之内芳久 ￥1,000 西田丸の無事着岸お疲れ様でした。上原さん名幹事でした。

木場　智彦 ￥1,000 ルンルン気分の西田会長、上原幹事、ホッとしている中村ガバナー補佐、

一年間御苦労様でした。

佐々木慈舟 ￥1,000 西田会長、上原幹事お疲れ様でした。

濟陽　順司 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間おつかれ様でした。

鎌田　明彦 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間ご苦労様でした。

渡瀬　　登 ￥1,000 西田会長、上原幹事、１年間御苦労様でした！

中村太賀吉 ￥1,000 西田会長上原幹事一年間おつかれ様でした。

前田　尚子 ￥1,000 江上さん私たちのことわすれないでね。

宮川久美子 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間お疲れ様でした。

役をされた皆様、１年間おつかれ様でした。￥1,000清水由紀子

山﨑　忠芳 ￥1,000 西田会長、上原幹事、１年間のすばらしいカジ取りに心から敬意を表し

ます。

黒木由美子 ￥1,000 西田年度、一年間お疲れ様でした。ありがとうございました。

河東　光浩 ￥1,000 西田会長、上原幹事一年間おつかれ様でした!!

￥1,000落合　精三 西田会長たいへんお疲れ様でした。

￥1,000森山芳太郎 江上会員 親睦委員会の司会役ありがとうございました。

川畠　悦子 ￥1,000 親睦へのご協力ありがとうございました。

川畠　悦子 ￥1,000 西田会長上原幹事おつかれ様でした。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 一年間多くのニコニコありがとうございました。

吉国　広子 ￥1,000 一年間お世話になりました！西田会長、上原幹事お疲れ様でした。

長倉　清一 ￥1,000 会長、幹事、一年間おつかれ様でした。

上村　　久 ￥1,000 西田会長、上原幹事、森山副幹事、須賀SAA一年間、お疲れさまでした。

￥1,000四季　信一 西田会長、上原幹事本当にご苦労様でした。


