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36名
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会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

メインホテル 濟陽順司事務局 例会場 広報部門 クラブ会報委員会 メディア関連・広告・宣伝委員 前田尚子、黒木貴則

72.00％

都城RC週報
会長 落合　精三 ¦ 幹事 森山芳太郎
都城ロータリークラブ

出席委員会報告 西谷委員長

会長の時間 落合会長

本日のプログラム　国際奉仕例会（外部卓話） 国際奉仕委員会担当

■卓話　都城市国際交流員　銭慧文(セン ケイブン)様 ／ 国際交流員の仕事について

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

本日のプログラム／ 山之内ガバナー公式訪問
クラブフォーラム　　　 第3243回

クラブモットー ロータリーの原点である親睦と奉仕の為に集まろう

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
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SAA報告（寄付金状況）

９月：基本的教育と識字率向上月間第3242回例会報告

MU有会員

MU要会員（8/26）

MU無会員（8/19）

コロナウイルス感染拡大防止の為 中止

（前回修正出席率　78.00％）

8/24  ジャパンカレントEクラブ 島津

皆様、こんにちは。
今日もコロナ蔓延の中、出席頂きましてありが

とうございます。

前回の続きではありますが、入社以来大変おい
しい生活を送っていた私ですが、とんでもない事
が起きました。
いつものように月初めの月曜日、２０万円の交際費を預かっ

て佐世保に向かいます、その日は問屋さんのセールスさんと
食事の約束をしていまして、旅館で２０万円は旅行カバンに入
れ、なくさないようにと注意したとこです。
そして食事、二次会、三次会と終わらせまして、旅館に帰りカ

バンの２０万を確認したところないんですね、大事な２０万が
封筒ごとなくなっていました。
旅館の女将さんにも言って先輩３人にも報告しましたが、ほ
ぼ自分の責任やね～と言う感じでしたね…
その次の週、同じ旅館に泊まった時、旅館の女将さんから、

この前の件よ、あれはうちの女中かもしれませんと言われまし
た。
あれ以来出勤してなくてまったく連絡が取れなくなってい

ますと言われ、あ～やっぱりな～と思いました。
諦めるしかありませんでした。

幹事報告 森山芳太郎幹事

           

□地区　他クラブ　他団体　報告

●山ノ内ガバナー事務所…   
① 9月ロータリーレート　　139円　

●ロータリーの友　9月号

□クラブ報告
●本日9/2（金）10月定例理事会　例会終了後　13:40

　　メイン１F　会議室

●来週9/9（金）　　山ノ内ガバナー公式訪問例会

川添、清水、田中、長倉、永友、堀之内、宮川、山﨑、黒木（誠）

下森、黒木（貴）　 11名 

 皆さんでお出迎えしたいので　
12:20ごろには皆さんお越し下さい。
また記念撮影もありますので服装を
そのおつもりでお願いします。　

MU情報（メークアップ）状況

記帳MU情報

都城北RC ９/1３（火）12:00～13:00 ロイヤル 観月会
都城中央RC ９/15（木）12:00～13:00 中山荘

都城中央RC ９/29（木）12:00～13:00 中山荘

クラブ名 日程 時間 会場 備考

湯通堂委員長

ＱＲコードから
スピーチ等の確認
が出来ます。

誕生者祝福（9月）

木場歴代会長内野会員 落合会長

※前田会員　島津会員

　日本に来て驚いたのは冬でも『氷水』を飲むこと。中国では胃腸に良くないからと夏でも常温の物を飲む。給食の牛乳も冷
たくて驚いた。中国では『紹興酒』も熱燗で飲む。他にも、体育館などで、生徒さんが冬でも裸足な子がいることに驚いた。『冷
えは万病の元』と言われており、中国ではあまり裸足の人を見かけない。裸足で床を歩くことはあまりない。
　食事は『養生の考え方』で、黒ゴマの粥・大豆・ピーナツ・豚足スープなどを食し、薬より食事が大切という考え。

都城西RC ９/28（火）12:00～13:00 中山荘 夜間例会
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＜ニコニコBOX＞

＜教育振興基金＞

＜米山記念奨学会＞

2022年　９月 　２日（金）
会場：メインホテル５F

第３２42回 SAA報告

中村　壽秀 センさん 本日はありがとうございました。￥1,000

木場　智彦 誕生祝いをいただきまして。￥1,000

西田　憲一 国際交流委員のセン様 本日は卓話をありがとうございました。￥1,000

河東　光浩 銭さん 本日は誠にありがとう御座いました。中国と日本のかけ橋として

これからも御活躍下さい。

￥1,000

栁田　義史 銭さん 本日は有難うございます。今後とも国際交流におけるパイプ役と

して頑張って下さい。

￥1,000

内野　朋昭 ￥1,000 誕生日祝い有難うございます。

吉国　広子 ￥10,000

森山芳太郎 ￥10,000

落合　精三 銭さん 今日はありがとうございました。￥1,000

落合　精三 誕生祝いありがとうございました。￥2,000

佐々木慈舟 銭さん 有難うございました。￥1,000

四季　信一
せん

銭様 本日は卓話ありがとうございました。￥1,000
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