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55.77％

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

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3244回例会報告

MU有会員 9/ 9  G公式訪問ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑ　　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、上之

上村、木脇、黒木(由)、小久保、島津、須賀、長倉

中村(壽)、福﨑、前田、宮川、吉国、吉原、渡瀬、垣内

黒木(誠)、川畠、古嶋、横山、福田、長峯(剛)、小玉

事務局 例会場 クラブ会報委員会 前田尚子、黒木貴則

本日のプログラム／ 会報例会(外部卓話)
メディア関連・広告・宣伝委員会担当　 第3245回
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SAA報告（寄付金状況）

皆様、今晩は。
今日は今年度初めての夜間例会になってお
ります。
大変楽しみにしてたんですけどね～
コロナが少しずつ減少傾向にあるもののま
だまだ油断はできません。
会社によっては、多人数での会食は控えるように指示の
出ているところもあると聞いています。
今日は弁当を用意しましたが、ここでの会食のできる方
はアルコールも出ますので、一緒に親睦を深めましょう。

MU要会員（９/9）

MU無会員（9/2）

中原、戸高、田中 3名

　（前回修正出席率　94.23％）

清水、永友、堀之内、中原、下森 5名

　（前回修正出席率　90.00％）

9/14  宮﨑北　 二見

9/15  都城中央 島津、堀之内、内野、小玉、湯通堂、東郷

9/13  都城北　 　吉原、清水、川添、東郷、下森、永友

幹事報告 温水　玲子SAA

□地区　他クラブ　他団体　報告

●山ノ内ガバナー事務所…
① 公式訪問お礼
② 世界ポリオデー（10/24）WEBｻｲﾄのご案内
③ ポリオ基金実績報告
・国際ロータリーは全世界でポリオ撲滅活動を今年も

　　　実施中です。
　　・ロータリーカード使用によってポリオプラス基金の
　　寄付になるというのは オリコ・ダイナースカード社、
　　両カード共通で使用金額の0.3％がポリオ基金に寄
　　付される。

□クラブ報告

● 来週 9/23（金）祝日 休会
● 9/30（金）通常例会

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
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2023年度
活動報告

MU情報（メークアップ）状況

記帳MU情報

都城北RC 10/18（火）12:00～13:00 ロイヤル

クラブ名 日程 時間 会場 備考
都城中央RC 10/13（木）12:00～13:00 中山荘 ※例会休会の為

※夜間例会の為
都城西RC 10/26（水）12:00～13:00 中山荘 ※夜間例会の為

ローターアクト委員会
二見委員長

都城ローターアクトクラブメンバー
(お２人欠席 )

ＱＲコードから
スピーチの確認ができます
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＜ニコニコBOX＞

2022年　９月 １６日（金）
会場：メインホテル５F

第３２44回 SAA報告

上野　充博
(都城中央RC会長)

本日は、ローターアクトクラブの活動を聞くことが出来 大変良かったで

す。来年長男を入会させます。

￥1,000

中原八重子
(都城西RC会長) 夜間例会お誘いありがとうございます。

ローターアクトの活動報告 ありがとうございます。

￥5,000

東　　叔恵
(都城西RC幹事)

本日は、夜間例会におまねきありがとうございます。

ローターアクトの皆様 ご報告ありがとうございます。

￥5,000

落合　精三 ゲストの皆様 ありがとうございます。￥1,000

堀之内芳久 西谷出席委員長に御心配かけました。￥1,000

福﨑　順久 ￥1,000

鎌田　明彦 アクトのみなさん本日は、ありがとうございました。￥1,000

中村太賀吉 ローターアクトの皆様ようこそ。￥1,000

上村　　久 ローターアクトクラブの皆様、活動報告ありがとうございました。￥1,000

上原　誠史 都城ローターアクトクラブの皆様、ありがとうございました。￥1,000

二見　康之 ローターアクトクラブの皆様ありがとうございました。

ロータリアンの皆様、アクトクラブを宜しくお願い致します。

￥1,000

𠮷原　和雄 ローターアクト 今日はようこそ。￥1,000

木場　智彦 アクトの皆様 今日はありがとうございました。

今後の御活躍をお祈りしております。

￥1,000

長嶺　剛士 入会させていただきました。よろしくお願いします。

ローターアクトの戸高先生は娘の担任です。えこひいきを願いします。

￥1,000

四季　信一 ￥1,000 戸高Ｇ補佐、田中会長、中原会長、上野会長、東幹事そして、アクトの

皆さん 本日は、ありがとうございました。

戸高　　望
(ガバナー補佐) 先週のガバナー公式訪問 ありがとうございました。

又、都城RAのご支援 宜しくお願い致します。

￥5,000

田中　俊之
(都城北RC会長) ローターアクトの皆様 応援しております。

都城RCの皆様本日はありがとうございました。

￥3,000

西谷　昌明 都城ローターアクトの皆様 ありがとうございました！￥1,000
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