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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　ガバナー公式訪問 山ノ内文治ガバナー(鹿児島RC)

年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：54名

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

９月：基本的教育と識字率向上月間第324３回例会報告

MU有会員 9/2  10月定例理事会 落合、森山、佐々木（慈）、四季、西田、木場、温水

山﨑、濟陽、塩屋、鎌田、河東、栁田、西谷

事務局 例会場 クラブ会報委員会 前田尚子、黒木貴則

皆様こんにちは。
今日は大変大事な日です、国際ロータリー第２７３０

地区の山ノ内ガバナー公式訪問例会となっておりま
す。
それでは皆さん歓迎の意味を込めまして、いきます

よ！イマジン(ロータリー)ありがとうございます。
ＲＩ会長のテーマはイマジンロタリーです。
そして、最も力を入れたいと言われているのが、ＤＥＩの推進です。
そして、国際ロータリー第２７３０地区山ノ内ガバナーの２０２２－２

０２３年度地区スローガンは「知力を高め未来に繋げ多様性あるロー
タリークラブの実現に」大変難しいスローガンですが、多様性を尊重
し年齢、民族性、能力、宗教、性別志向、性同一性などに捉われず、
様々なバックグランドの人々への貢献を称える。
ＲＩ会長の方針である、多様性を認める社会の実現に向けて、未来
のロータリアンに夢を繋ぐと言う思いを込めて、地区テーマとされた
と言うことです。

幹事報告 森山芳太郎幹事
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SAA報告（寄付金状況）

□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
② ガバナー月信 ９月号　P５ 落合会長就任挨拶 掲載 
③ 2730地区70周年記念誌編纂委員会よりお願い

山ノ内文治ガバナー年度に第2730地区70周年記念誌の
編纂を行いますので各クラブ提出下さい。 　 10/31締切 

④ 第１回ＲＹＬＡ開催打合せ会開催のお知らせおよび出席のお願い
９月１７日（土）１０時より（１時間半程度）地区事務所 

⑤ 8月上旬 青森県大雨災害被災地支援について 9/30締切
⑥ 2022-23年度　青少年交換留学生募集チラシ　配付
⑦ 地区公共イメージ部門

フォトコンテスト作品募集のお知らせ（再度） 9/30締切 

□クラブ報告

●本日9/9（金）　山ノ内ガバナー公式訪問
14;50までよろしくお願いいたします。

●来週9/16（金）ローターアクト活動報告　夜間例会
例会開始時間　18:30～　メイン５Fシャイン
　（今回はRAC出席の為18:00ではありません）

●2022-23年度　会員名簿　配付します　（１人1冊） 

●理事会の報告　会員さんへ至急の周知事項(会長・幹事打ち合わせ後)
★例会時　委員会報告について

・各部門長、委員会へお願いです。
委員会報告については、進行役の四季副幹事の方に事前に当
日の例会前、もしくは数日前にはご連絡していただく様お願い
致します。

MU要会員（９/２）

コロナウイルス感染拡大防止の為 中止MU無会員（8/26）

清水、東郷、永友、堀之内、中原、下森、小玉　 7名

　（前回修正出席率　86.00％）

9/4  地区R財団補助金ｾﾐﾅｰ　　落合

9/3  ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄEクラブ　　　　二見

　奉仕プロジェクト部門　塩屋　彰英 部門長　

第61代会長／会員増強・選考職業分類委員会　渡瀬　　登  委員長　

クラブフォーラム

　今回、落合会長からご指名頂きましたので、「クラブの奉仕への取り組み状況と意識について」というテーマで発表させて頂きます。どうぞよろしく
お願い致します。まずロータリークラブの奉仕の歴史について調べました所、1905年のロータリークラブ発足当初は奉仕についての定義や活動はなかっ
たそうです。そののち 1927年に「クラブ奉仕」、「職業奉仕」、「社会奉仕」の三部門ができて、その後「国際奉仕」が追加、のちの 2010年に「青少年奉仕」
が追加となり五大奉仕となったようです。
　まず最初に、クラブ奉仕についてです。会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員増強計画を実行して活気あるクラブ活動を行うと定義づけされており、
当クラブでも各部門、委員会ごとにそれぞれの役割を遂行し、コロナ過で例会の開催が思うようにいかないここ数年ではありましたが、それぞれの担当
委員会が充実したプログラムとなるよう工夫して会場を盛り上げております。前年度には会員へのアンケートを行い、その結果を報告いたしました。そ
れによりロータリーへの意識向上につながり、さらに良い会となると思います。２つ目職業奉仕についてです。ロータリークラブで学んだ事を自分の会社にフィードバッ
クして、会員の皆様それぞれの企業の活動を永年にわたり継続し、さらに発展させることが、社会へのよりよい貢献へつながると思います。当クラブでは、おおむね 20
年以上継続されている素晴らしい職業人 ( しょくぎょうじん ) もしくは会社を職業奉仕賞として表彰させて頂いております。３つめの社会奉仕についてです。こちらも、
社会奉仕賞として地域社会に奉仕されている個人もしくは団体を選定して表彰させて頂いております。他には、毎年予算を確保して環境保全活動や地域の祭りである島津
発祥まつり、盆地まつりへの協賛を行っております。また、当クラブ創立 40 周年記念事業の際に設置されているロータリーの森につきましては、会員への周知のため、
前年度に宮崎森林管理署都城支部の方を例会にお招きして説明して頂きました。国以外の団体が木を植えて一定期間管理する制度にもとづいており、分収造林制度という
そうです。４つ目の国際奉仕についてです。ロータリーの目的の項目のひとつに「奉仕の理念で結ばれた職業人 ( しょくぎょうじん ) が、世界的ネットワークを通じて、
国際理解、親善、平和を推進すること」とあり、国際奉仕は大事な活動項目の一つとなっています。姉妹クラブという形で、国内、国外の他のクラブと互いに連携し、親
交を深めているクラブが多いようです。当クラブでは　台湾の豊原ロータリークラブと 41 年前の昭和 56 年に姉妹クラブ締結の調印式が行われたそうです。以来、記念
式典が開催される年度には行き来をして、交流を深める活動が続けられております。その豊原ロータリークラブに友好の証として石碑と東屋を贈り、のちにお返しとして
　一対の狛犬の像を戴きました。その狛犬は都城市若葉町の高木原緑道に置かれており、魔除けとして大変縁起のいいものだそうです。年に一度業者に頼んでクリーニン
グを行い、また、年度によってはその狛犬の置かれている緑道で例会を行い、周りの清掃を行い、きれいな状態を保つべく大切に維持管理をしております。次に国際奉仕
の支援活動についてです。以前台湾で地震被害が発生した際には、心ばかりの支援をさせて頂きました。　他にも地区からの要請に基づき、世界各国でいろいろな自然災
害による被害が発生した際には支援を行い、直近ではウクライナへの支援もさせて頂きました。また、ロータリークラブの大きな事業のひとつであるロータリー財団、米
山記念奨学会また、教育振興基金への寄付について、クラブ全体の寄付目標額を立てて取り組み、会員の皆様のご協力のおかげで、その目標額を毎年達成しております。
毎年度の担当例会には、国際的に様々な活動をされている方をお招きして卓話をして頂き、意義あるすばらしい例会になっていると思います。本年度も、先週の例会で都
城市国際交流員の方をお招きして卓話をして頂きました。
　最後に新世代奉仕についてです。当クラブでは　インターアクトとして都城商業高校　( 現在会員数４名 )　と都城東高校　( 会員数 16 名 ) の 2 校の支援をさせて頂い
ております。また、大学生やフレッシュな社会人で構成されるローターアクトについても、支援や会員増強についての協力を行ったり、例会に時々参加したりしてその活
動を盛り上げるべく努めております。また、他には中学校への取り組みとして、毎年都城市内 2 校の中学校を選定し、学業優秀に限らず、物事に積極的に取り組まれてい
る生徒さんを優良青少年表彰として表彰させて頂いております。以上で説明を終わります。つたない説明となりましたが、最後までご清聴頂きまして有り難うございました。

　都城ロータリークラブの“強み、弱み„
　都城ロータリークラブ第６１代会長の渡瀬です。宜しく御願い致します。
　山ノ内ガバナー本日は、当クラブの公式訪問ありがとうございます。心より感謝申し上げたいと思います。大変暑い中、そしてコロナ感染者がまだまだ
多い中、毎日の公式訪問御苦労様でございます。どうか身体の健康には十分注意され、無理をされなく公式訪問を続けていただきたいと思います。山ノ内
ガバナーから、２つのテーマをいただいておりまして、私のテーマは当クラブの“強み、弱み„について、話をさせてもらいますが、クラブの強みに関して
は、私なりの受け取り方で話をさせてもらいたいと思います。“強み„を私は、“誇り„として、受け取らせていただきました。当クラブの誇りを私なりに
話をしたいと思います。
　まず１番目、当クラブの誇りは、故 島津久厚パストガバナーです。１９５４年（昭和２９年）に島津久厚パストガバナーがチャーターメンバー３０名で当クラブを作られ
たということです。戦後９年目と言えば、世の中いろいろと大変な時期であったにもかかわらず、島津パストガバナーが当クラブを作られた事、どれだけ大変であったか、
私には想像もつかない所です。島津パストガバナーでなかったら都城ロータリークラブの創立は５年、１０年と後になっていたと思っているところです。又、１９２０年東
京ロータリーが日本で初めて出来ました。日本ロータリー１００周年に当たり、２０２０年に日本ロータリアン１００人に島津久厚パストガバナーが選ばれたのは、当クラ
ブの本当の誇りであります。当クラブが永遠に続く限り、当クラブのメンバーが島津久厚パストガバナーを誇りと思い、その思いを引き継いでくれる事を願っているところ
です。２番目に誇りたい事ですが、当クラブの２０周年記念事業として先輩達が、多額の寄付をして、都城教育振興基金を作ったという事です。１９４９年、都城地区の公
立、私立の高校生に奨学金を送った事です。第２７３０地区ではおそらく、クラブでは一番目に奨学
金制度を作ったのではないかと思っています。今では、都城地区４ロータリークラブで教育振興基金
を守っているところです。今後も、都城４ロータリークラブで、都城教育振興基金を続けてくれる事
を願っています。ちなみに、教育振興基金が出来るきっかけになったのが、１９１２年(大正元年)に
都城島津家２７代当主島津久家公が、都城の学生に奨学金の給付を行った事であります。都城島津家
からの奨学金は太平洋戦争が始まる直前まで続けられました。島津久厚パストガバナーそして都城教
育振興基金は当クラブの誇りであります。当クラブの“弱み„でありますが、何があるのか考えてみ
たのですが、当クラブのメンバー同志、仲は良いし結束も良いし、中々思い浮かばなかったのですが
、あえて言うなら当クラブのメンバーは“人が良すぎる„、“人が優しすぎる„事でしょうか？当クラ
ブのいろんな意味で一番の“弱み„であると思っているところです。山ノ内ガバナーは当クラブの“
弱み„、何があるか期待されていたかもしれませんが、私にはこれぐらいしか思い当る事がありませ
ん。申し訳ございません。当クラブの“強み、弱み„当クラブの“誇り、弱み„についての話を終わり
にしたいと思います。最後に山ノ内ガバナーにおかれましては、ガバナーの務めが、後残り１０ヶ月
であります。今後の御健闘をお祈りしています。
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ＱＲコードからガバナーアドレスの確認ができます
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（前回修正出席率　86.00％）

9/4  地区R財団補助金ｾﾐﾅｰ　　落合

9/3  ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄEクラブブ 二見

　奉仕プロジェクト部門　塩屋　彰英 部門長

第61代会長／会員増強・選考職業分類委員会　渡瀬　　登  委員長

クラブフォーラム

　今回、落合会長からご指名頂きましたので、「クラブの奉仕への取り組み状況と意識について」というテーマで発表させて頂きます。どうぞよろしく
お願い致します。まずロータリークラブの奉仕の歴史について調べました所、1905年のロータリークラブ発足当初は奉仕についての定義や活動はなかっ
たそうです。そののち 1927年に「クラブ奉仕」、「職業奉仕」、「社会奉仕」の三部門ができて、その後「国際奉仕」が追加、のちの 2010年に「青少年奉仕」
が追加となり五大奉仕となったようです。
　まず最初に、クラブ奉仕についてです。会員同士の関係をはぐくみ、積極的な会員増強計画を実行して活気あるクラブ活動を行うと定義づけされており、
当クラブでも各部門、委員会ごとにそれぞれの役割を遂行し、コロナ過で例会の開催が思うようにいかないここ数年ではありましたが、それぞれの担当
委員会が充実したプログラムとなるよう工夫して会場を盛り上げております。前年度には会員へのアンケートを行い、その結果を報告いたしました。そ
れによりロータリーへの意識向上につながり、さらに良い会となると思います。２つ目職業奉仕についてです。ロータリークラブで学んだ事を自分の会社にフィードバッ
クして、会員の皆様それぞれの企業の活動を永年にわたり継続し、さらに発展させることが、社会へのよりよい貢献へつながると思います。当クラブでは、おおむね 20
年以上継続されている素晴らしい職業人 ( しょくぎょうじん ) もしくは会社を職業奉仕賞として表彰させて頂いております。３つめの社会奉仕についてです。こちらも、
社会奉仕賞として地域社会に奉仕されている個人もしくは団体を選定して表彰させて頂いております。他には、毎年予算を確保して環境保全活動や地域の祭りである島津
発祥まつり、盆地まつりへの協賛を行っております。また、当クラブ創立 40 周年記念事業の際に設置されているロータリーの森につきましては、会員への周知のため、
前年度に宮崎森林管理署都城支部の方を例会にお招きして説明して頂きました。国以外の団体が木を植えて一定期間管理する制度にもとづいており、分収造林制度という
そうです。４つ目の国際奉仕についてです。ロータリーの目的の項目のひとつに「奉仕の理念で結ばれた職業人 ( しょくぎょうじん ) が、世界的ネットワークを通じて、
国際理解、親善、平和を推進すること」とあり、国際奉仕は大事な活動項目の一つとなっています。姉妹クラブという形で、国内、国外の他のクラブと互いに連携し、親
交を深めているクラブが多いようです。当クラブでは　台湾の豊原ロータリークラブと 41 年前の昭和 56 年に姉妹クラブ締結の調印式が行われたそうです。以来、記念
式典が開催される年度には行き来をして、交流を深める活動が続けられております。その豊原ロータリークラブに友好の証として石碑と東屋を贈り、のちにお返しとして
　一対の狛犬の像を戴きました。その狛犬は都城市若葉町の高木原緑道に置かれており、魔除けとして大変縁起のいいものだそうです。年に一度業者に頼んでクリーニン
グを行い、また、年度によってはその狛犬の置かれている緑道で例会を行い、周りの清掃を行い、きれいな状態を保つべく大切に維持管理をしております。次に国際奉仕
の支援活動についてです。以前台湾で地震被害が発生した際には、心ばかりの支援をさせて頂きました。　他にも地区からの要請に基づき、世界各国でいろいろな自然災
害による被害が発生した際には支援を行い、直近ではウクライナへの支援もさせて頂きました。また、ロータリークラブの大きな事業のひとつであるロータリー財団、米
山記念奨学会また、教育振興基金への寄付について、クラブ全体の寄付目標額を立てて取り組み、会員の皆様のご協力のおかげで、その目標額を毎年達成しております。
毎年度の担当例会には、国際的に様々な活動をされている方をお招きして卓話をして頂き、意義あるすばらしい例会になっていると思います。本年度も、先週の例会で都
城市国際交流員の方をお招きして卓話をして頂きました。
　最後に新世代奉仕についてです。当クラブでは　インターアクトとして都城商業高校　( 現在会員数４名 )　と都城東高校　( 会員数 16 名 ) の 2 校の支援をさせて頂い
ております。また、大学生やフレッシュな社会人で構成されるローターアクトについても、支援や会員増強についての協力を行ったり、例会に時々参加したりしてその活
動を盛り上げるべく努めております。また、他には中学校への取り組みとして、毎年都城市内 2 校の中学校を選定し、学業優秀に限らず、物事に積極的に取り組まれてい
る生徒さんを優良青少年表彰として表彰させて頂いております。以上で説明を終わります。つたない説明となりましたが、最後までご清聴頂きまして有り難うございました。

都城ロータリークラブの“強み、弱み„
都城ロータリークラブ第６１代会長の渡瀬です。宜しく御願い致します。
山ノ内ガバナー本日は、当クラブの公式訪問ありがとうございます。心より感謝申し上げたいと思います。大変暑い中、そしてコロナ感染者がまだまだ
多い中、毎日の公式訪問御苦労様でございます。どうか身体の健康には十分注意され、無理をされなく公式訪問を続けていただきたいと思います。山ノ内
ガバナーから、２つのテーマをいただいておりまして、私のテーマは当クラブの“強み、弱み„について、話をさせてもらいますが、クラブの強みに関して
は、私なりの受け取り方で話をさせてもらいたいと思います。“強み„を私は、“誇り„として、受け取らせていただきました。当クラブの誇りを私なりに
話をしたいと思います。
まず１番目、当クラブの誇りは、故 島津久厚パストガバナーです。１９５４年（昭和２９年）に島津久厚パストガバナーがチャーターメンバー３０名で当クラブを作られ

たということです。戦後９年目と言えば、世の中いろいろと大変な時期であったにもかかわらず、島津パストガバナーが当クラブを作られた事、どれだけ大変であったか、
私には想像もつかない所です。島津パストガバナーでなかったら都城ロータリークラブの創立は５年、１０年と後になっていたと思っているところです。又、１９２０年東
京ロータリーが日本で初めて出来ました。日本ロータリー１００周年に当たり、２０２０年に日本ロータリアン１００人に島津久厚パストガバナーが選ばれたのは、当クラ
ブの本当の誇りであります。当クラブが永遠に続く限り、当クラブのメンバーが島津久厚パストガバナーを誇りと思い、その思いを引き継いでくれる事を願っているところ
です。２番目に誇りたい事ですが、当クラブの２０周年記念事業として先輩達が、多額の寄付をして、都城教育振興基金を作ったという事です。１９４９年、都城地区の公
立、私立の高校生に奨学金を送った事です。第２７３０地区ではおそらく、クラブでは一番目に奨学
金制度を作ったのではないかと思っています。今では、都城地区４ロータリークラブで教育振興基金
を守っているところです。今後も、都城４ロータリークラブで、都城教育振興基金を続けてくれる事
を願っています。ちなみに、教育振興基金が出来るきっかけになったのが、１９１２年(大正元年)に
都城島津家２７代当主島津久家公が、都城の学生に奨学金の給付を行った事であります。都城島津家
からの奨学金は太平洋戦争が始まる直前まで続けられました。島津久厚パストガバナーそして都城教
育振興基金は当クラブの誇りであります。当クラブの“弱み„でありますが、何があるのか考えてみ
たのですが、当クラブのメンバー同志、仲は良いし結束も良いし、中々思い浮かばなかったのですが
、あえて言うなら当クラブのメンバーは“人が良すぎる„、“人が優しすぎる„事でしょうか？当クラ
ブのいろんな意味で一番の“弱み„であると思っているところです。山ノ内ガバナーは当クラブの“
弱み„、何があるか期待されていたかもしれませんが、私にはこれぐらいしか思い当る事がありませ
ん。申し訳ございません。当クラブの“強み、弱み„当クラブの“誇り、弱み„についての話を終わり
にしたいと思います。最後に山ノ内ガバナーにおかれましては、ガバナーの務めが、後残り１０ヶ月
であります。今後の御健闘をお祈りしています。

2022-23 国際ロータリークラブテーマ

IMAGINE ROTARY(イマジンロータリー)
国際ロータリー第2730地区 地区テーマ

『知力を高め 未来へ繋げ 多様性あるロータリークラブの実現に』

本日のプログラム
RA挨拶・活動報告

ローターアクト委員会担当

MU情報（メークアップ）状況

皆勤賞皆勤賞

𠮷原会員
４ヵ年

記帳MU情報

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
都城西RC ９/28（水）12:00～13:00 中山荘 夜間例会

㈱基ファーマシー　代表取締役社長
長　峯　剛　士  氏

宮崎ガス㈱　都城支店支店長
福　田　雅　人  氏

ＱＲコードからガバナーアドレスの確認ができます
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＜ニコニコBOX＞

＜米山記念奨学会＞

＜教育振興基金＞

＜ロータリー財団＞

2022年　９月 　９日（金）
会場：メインホテル５F

第３２4３回 SAA報告

西田　憲一 長峯剛士様、福田雅人様 本日は入会おめでとうございました。￥1,000

西田　憲一 山ノ内ガバナー 本日は、ガバナーアドレスをありがとうございました。￥1,000

長峯　　基 ガバナー公式訪問ありがとうございます。￥1,000

木場　智彦 山ノ内ガバナー、戸高ガバナー補佐の来訪を祝して、長峯剛士会員、福田

会員の入会おめでとうございます。

￥1,000

木脇　義紹 ガバナーを迎えての例会、おめでとうございます。￥1,000

渡瀬　　登 福田会員入会おめでとうございます！￥1,000

中村太賀吉 ガバナー!! お泊り頂きありがとうございました。￥1,000

黒木由美子 山ノ内ガバナー ようこそおこしいただきました。￥1,000

前田　尚子 山ノ内ガバナー 御訪問ありがとうございます。￥1,000

宮川久美子 山ノ内ガバナー 御訪問ありがとうございます。￥1,000

島津　久友 山ノ内ガバナー 御訪問ありがとうございます。￥1,000

𠮷原　和雄 山ノ内ガバナー 今日はようこそ。￥1,000

河東　光浩 山ノ内ガバナーの来訪を祝して！

長峯剛士会員、福田会員の入会を祝して！

￥1,000

鎌田　明彦 山ノ内ガバナー ようこそお越しくださいました。１年間体調に気をつけ

てください。

￥1,000

渡瀬　　登 ￥1,000 長峯剛士会員 入会おめでとうございます！

お父様に負けずに未来のガバナーめざして頑張って下さい！

塩屋　彰英 ＄100

中村　壽秀 ＄100

塩屋　彰英 ￥10,000

小久保健太 ￥10,000

戸高　　望
(ガバナー補佐) 山ノ内Ｇ 市坪会員ありがとうございます。￥5,000

山ノ内ガバナー 本日はありがとうございました。

山ノ内ガバナー お元気で頑張って下さい。

山﨑　忠芳 ￥5,000

塩屋　彰英 ￥5,000

山ノ内ガバナー 本日はありがとうございます。

落合　精三 山ノ内ガバナー 今日は大変ありがとうございます。￥2,000

吉国　広子 山ノ内ガバナー ようこそお越しくださいました。￥1,000

栁田　義史 山ノ内ガバナー 公式訪問有難うございます。￥1,000

温水　玲子 山ノ内ガバナー、戸高ガバナー補佐、ようこそ。

一年間よろしくお願いいたします。

￥1,000

都城ロータリークラブ
ゴルフ同好会

￥2,000

佐々木慈舟 山ノ内ガバナー 本日はお忙しい中に有難うございます。￥1,000

四季　信一 山ノ内ガバナー 戸高ガバナー補佐 市坪様 本日はありがとうございました。

長峯様、福山様 貴重な日にご入会おめでとうございます。

￥1,000

上村　　久 山ノ内ガバナー 公式訪問ありがとうございます。￥1,000
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