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SAA報告（寄付金状況）

本日のプログラム
観月会(夜間)
親睦委員会担当

第3247回

長倉清一、上之弘文、黒木誠朗、垣内和美

54名

44名

8名

会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

メインホテル都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp 濟陽順司

84.62％

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3246回例会報告

MU有会員 9/30  都城RAC　　 二見

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。
今日も例会に出席頂き有難うございます。
さて、私は県庁への手続きを済ませ、初の勤務場

所はどこかと心配していましたが、やっと連絡が来
て、都城保健所に決まったとのことでした。
何月何日８：３０に来て下さいとの通知でした。
その日に初出勤しまして、衛生課の薬務環境係が担当でした。
その席に案内され、係長と薬剤師の先輩がおられまして、何と

その方の名前は聞いておりましたが、お目にかかるのは初めて
でした。
いや－！すごい貫禄のある方だな～と思って自己紹介をさせ

てもらいました。
そのすごい方とは誰でしょう...？皆さんがご存じの方であり

ます...
仕事に遊びにと、色んな面で大変お世話になり勉強になりま

した。
ただ僕は、家が薬局をしていましたので、保健所の薬務係と

実家との関係上、指導とかやりにくいと言うことで、わずか１０ヶ
月程で宮崎保健所に移動になりました。
そこで一旦すごい方とのお付き合いは途切れてしまいまし

た。
今日はそんなところで終わります。

MU要会員（９/30）

MU無会員（9/23） 祝日休会　 名

　（前回修正出席率　　　％）

上之、黒木(誠)、湯通堂、横山、下森、長倉、堀之内、古嶋 　 　 　 　 8名

   （前回修正出席率　84.62％）

10/6  11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、東郷、河東、永友、栁田

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　１４５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
※返信を至急提出して下さい。

③ ガバナー月信　10月号
④ 世界ポリオデー　地区チラシ　ポスター 

各クラブで活動をされる場合にご使用下さい。
●ロータリーの友　10月号

□クラブ報告
●地区大会申込　と　４ＲＣ交流会（本日fax送信） 

各種 案内送信してます。
　返信がそろいません。食事数にも関係します。必ず返信下さい。  
●来週　10／14（金）休会
●再来週　10/21（金）観月会 夜間例会 18:30～ グランドパティオ
●ガバナー公式訪問の時の写真　 （載っている方のみ配付） 

本日のプログラム　IA年次大会並びにIA活動報告 担当：IA・青少年奉仕委員会担当

都
城
商
業
高
等
学
校　

活
動
報
告

都
城
東
高
等
学
校　

活
動
報
告

都城
商業
高等
学校

　田
中先
生か
ら

お礼
のお
手紙
を

いた
だき
まし
た！

赤い羽根共同募金

MU情報（メークアップ）状況

誕生者祝福（10月）

上原会員

西田直前会長

鎌田歴代会長

木脇歴代会長

佐々木(慈)副会長

記帳MU情報

クラブ名 日程 時間 会場 備考
都城西RC 10/26（水）12:00～13:00 中山荘 ※夜間例会の為

鎌田部門長 上村委員長 都城商業高校活動報告 都城東高校活動報告
ＱＲコードからスピーチの確認ができます 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＞ ＜米山記念奨学金＞

2022年　１０月 　７日（金）
会場：メインホテル５F

第３２46回 SAA報告

落合　精三 インターアクトクラブ活動すばらしかったですね。￥1,000

佐々木慈舟 インターアクトの皆様 ありがとうございます。￥1,000

四季　信一 インターアクトの皆様 益々の活動宜しくお願いいたします。

本日は、ありがとうございます。

￥1,000

西田　憲一 誕生日祝いをいただいて！￥1,000

木場　智彦 商業高校、東高校のインターアクトの皆様、今日はありがとうございま

した。皆様の今後の御活躍をお祈りしております。

￥1,000

木脇　義紹 誕生日祝いをいたゞきました。80才になり、さすがに高齢になった気が

します。介護の方よろしく！

￥1,000

中村　壽秀 インターアクトの皆様 これからもがんばって下さい。￥1,000

鎌田　明彦 インターアクトのみなさん コロナでなかなか活動が出来ないですが 

頑張ってください。

￥1,000

中村太賀吉 都商インターアクトクラブの皆さん、これからもガンバッテ下さい。

インターアクトクラブ先輩より。

￥1,000

𠮷原　和雄 インターアクトの皆様 これからもがんばって下さい。￥1,000

清水由紀子 商業高校・東高校これからの活動、期待しています。￥1,000

上原　誠史 誕生日祝いをいただきました。ありがとうございます。￥1,000

川畠　悦子 商業、東高校の生徒さん ありがとうございました。

余談ですが…田中先生、娘の担任でした。お世話になりました。

￥1,000

西谷　昌明 インターアクトの皆様 ありがとうございました！￥1,000

栁田　義史 都城商業高校 都城東高校の皆様 活動報告有難うございました。￥1,000

横山　　隆 先日の台風14号では停電などで大変ご迷惑をおかけしました。￥1,000

落合　精三 ￥10,000

四季　信一 ￥10,000

￥10,000渡瀬　　登 二見会員 宮崎県県議会副議長就任 おめでとうございます。これからも

宮崎県民のために頑張って下さい！

誕生祝いをいただいて。鎌田　明彦 ￥10,000

今月は米山月間よろしくお願いします。田中　穣弐 ￥10,000

米山月間にて。須賀　成人 ￥10,000

米山月間にて。長倉　清一 ￥10,000

月間につき。垣内　和美 ￥10,000

＜ニコニコBOX＞ ＜米山記念奨学金＞

2022年　１０月 　７日（金）
会場：メインホテル５F

第３２46回 SAA報告

落合　精三 インターアクトクラブ活動すばらしかったですね。￥1,000

佐々木慈舟 インターアクトの皆様 ありがとうございます。￥1,000

四季　信一 インターアクトの皆様 益々の活動宜しくお願いいたします。

本日は、ありがとうございます。

￥1,000

西田　憲一 誕生日祝いをいただいて！￥1,000

木場　智彦 商業高校、東高校のインターアクトの皆様、今日はありがとうございま

した。皆様の今後の御活躍をお祈りしております。

￥1,000

木脇　義紹 誕生日祝いをいたゞきました。80才になり、さすがに高齢になった気が

します。介護の方よろしく！

￥1,000

中村　壽秀 インターアクトの皆様 これからもがんばって下さい。￥1,000

鎌田　明彦 インターアクトのみなさん コロナでなかなか活動が出来ないですが 

頑張ってください。

￥1,000

中村太賀吉 都商インターアクトクラブの皆さん、これからもガンバッテ下さい。

インターアクトクラブ先輩より。

￥1,000

𠮷原　和雄 インターアクトの皆様 これからもがんばって下さい。￥1,000

清水由紀子 商業高校・東高校これからの活動、期待しています。￥1,000

上原　誠史 誕生日祝いをいただきました。ありがとうございます。￥1,000

川畠　悦子 商業、東高校の生徒さん ありがとうございました。

余談ですが…田中先生、娘の担任でした。お世話になりました。

￥1,000

西谷　昌明 インターアクトの皆様 ありがとうございました！￥1,000

栁田　義史 都城商業高校 都城東高校の皆様 活動報告有難うございました。￥1,000

横山　　隆 先日の台風14号では停電などで大変ご迷惑をおかけしました。￥1,000

落合　精三 ￥10,000

四季　信一 ￥10,000

￥10,000渡瀬　　登 二見会員 宮崎県県議会副議長就任 おめでとうございます。これからも

宮崎県民のために頑張って下さい！

誕生祝いをいただいて。鎌田　明彦 ￥10,000

今月は米山月間よろしくお願いします。田中　穣弐 ￥10,000

米山月間にて。須賀　成人 ￥10,000

米山月間にて。長倉　清一 ￥10,000

月間につき。垣内　和美 ￥10,000


