
メディア関連・広告・宣伝委員広報部門 長倉清一、上之弘文、黒木誠朗、垣内和美
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63.00％

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

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

10月：基本的教育と識字率向上月間第3245回例会報告

MU有会員 9/23  2730地区RLIパートⅠ　　落合、森山

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／ IA年次大会並びにIA活動報告
IA・青少年奉仕委員会担当　 第3246回
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SAA報告（寄付金状況）

皆様こんにちは。
前回の例会は今年度初めての例会でした。
コロナの関係で帰られる方がいらっしゃる

かなと弁当を用意させてもらいましたが、ほ
とんどの方が残って頂き親睦を深めることが
でたなと思っております。

さて、私のプロパー生活も終わりが近づいてまいりまし
た。
勤務して１年８ヶ月位した頃、親から電話がありまして、

県庁が薬剤師を募集してるらしいけど、試験があるげな、
受けてみらんね!?と言われました。
公務員は給料が安しがな... と言ったんですが、最近は公

務員も大分上がってるらしいよ！との話でした。
ま～じゃ～受けるだけ受けてみようかと思い受けまし

た。
そして１ヶ月位した頃また電話があり、受かったらしい

よ！何月何日までに手続きを取って下さいて連絡が来
ちょっど！とのことでした。
私は覚悟を決めて先輩や、課長、支店長などに申し訳あ

りません、会社を辞めさせて下さいとお願いをしました。
退職の許可が出て、その後県庁への手続きを取ったと

こでした。

MU要会員（９/23）

MU無会員（9/16）

祝日休会　 名

　（前回修正出席率　　　％）

川添、田中、永友、中村(壽）、黒木（誠）、中原、湯通堂、戸高、下森、黒木（貴）

古嶋　 11名

　（前回修正出席率　78.85％）

9/28  都城西　　 小久保、島津、内野、清水、東郷、小玉、栁田、渡瀬

木脇、垣内 

9/29  都城中央 東郷

9/25  地区RA委員長会議　　二見

9/26  宮崎東 二見

幹事報告 森山幹事

□地区　他クラブ　他団体　報告

●山ノ内ガバナー事務所… 
① ロータリーレート 10月 （時差の為未達）

* 9月 139円 
② 地区大会の案内    11/11（土）～11/13（日）

鹿児島市民文化ホール  城山ホテル

□クラブ報告

● 10/6（木）11月定例理事会 夜間  18:30 メイン

本日のプログラム 会報例会（外部卓話） 担当：メディア関連・広告・宣伝委員会

■卓話　都城市教育委員会　児玉晴男様 ／ 「学校教育の現状と今後について」

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

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＞

＜米山記念奨学会＞

＜教育振興基金＞

2022年　９月 ３０日（金）
会場：メインホテル５F

第３２45回 SAA報告

落合　精三 児玉様 今日はありがとうございました。￥1,000

佐々木慈舟 児玉様、本日は卓話ありがとうございました。￥1,000

四季　信一 児玉教育長様 本日はありがとうございました。￥1,000

佐々木鴻昭 仕事の都合で早退させていただきます。￥1,000

中村　壽秀 児玉様 本日はありがとうございました。

中原会員 当選おめでとうございます。

￥1,000

中村太賀吉 中原美穂さん トップ当選おめでとう!!￥1,000

黒木由美子 児玉様 本日はすばらしいお話しをありがとうございました。￥1,000

吉原　和雄 児玉さん 今日はありがとうございます。￥1,000

清水由紀子 児玉教育長 本日はありがとう御座いました。￥1,000

吉国　広子 児玉教育長様 本日はありがとうございました。￥1,000

中原　美穂 ￥10,000

濟陽　順司 児玉教育長さん 本日卓話ありがとうございました。￥5,000

中原　美穂 ￥10,000

温水　玲子 児玉様 卓話ありがとうございました。

都城の子どもたちのためにますますの御活躍を祈願しております。

￥1,000
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