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久しぶりの夜間例会で沢山の会員の方に出席

会長タイム

して頂き、とても楽しい時間を共有させて頂きま

岩切

久美

会長

した。私が各テーブルを回らせていただき先輩方
にご相談いたしました（ロータリーデー）の件で
すが、事務局に確認していただいたところ、今年
度は中央ロータリークラブさんがホストとなっ
ていただき IM が開催されたので、ロータリー
デーは行わないとの事です。ご心配をおかけしま
した。

皆様こんにちは。本日は田島ガバナー補佐をお
迎えして公式訪問前のクラブ協議会となります。
宜しくお願い致します。
さて先日行われました夜間例会では、沢山の会
員の方よりお酒の差し入れをして頂きまして誠
に有難うございました。またお料理も質、量とも
に素晴しく、会員の皆様も大変ご満足されておら
れました。阿波部会員ありがとうございます。

今週のプログラム

来週のプログラム

第1017回

例会 2021年11月8日（月）

第1018回

・会長タイム

◎ロータリー財団委員会

・会長タイム

◎ガバナー公式訪問

アワー

・幹事報告

◎クラブフォーラム

委員長

・委員会報告

・幹事報告
・委員会報告

村川

保訓

例会 2021年11月15日（月）

クラブ協議会
中部グループガバナー補佐 挨拶
田島 直也 ガバナー補佐

ガバナー公式訪問を 2 週間後に控え、次のこ
とをよく検討しといていただきたいと思います。
先ず、クラブの現状をヒアリングをされます。計
画書を把握し熟読しといてください。本何度は会
員増強に力を入れていますので会員増強の対応
の質問をされると思います。
また、クラブフォーラムの発表内容も質問され
ると思いますのでよろしくお願いいたします。
宮崎東クラブは Zoom 例会を積極的に進めら
れており、地区内でも先進的なクラブだと思いま
した。是非、ガバナー公式訪問例会でもハイブ
リッド例会を開催してください。
最後に、本年度は会員増強と並びに 3 年未満
の会員の研修も推進しています。会員の退会防止
も重要な課題です。宜しくお願い致します。
クラブ会報・広報委員会報告 上山 泰寛 委員長
本年度広報委員会は週報なお発刊をメイン
事業とし、facebook の刷新、更新を行ってま
しります。又、Zoom 例会のサポートとして
弓削会員が設定、設置のお手伝いをさせていた
だきます。予算は計画書通りです。
国際奉仕委員会報告
上村健太郎 委員長
活動の一環として、9 月 6 日例会で、米山
奨学生カインさんの紹介により宮崎大学で公
衆衛生を学んでいる留学生であるインドネシ
ア国プトリさんとミャンマー国サティンさん
の二人に卓話をしてもらいました。
会員は Zoom での参加となり、聞きづらかっ
たと思いますが、宮崎での生活で、ゴミの分別
が難しいと話していました。
親睦委員会報告
迫園 洋二 委員長
お疲れ様です。親睦委員会の迫園です。進捗
報告をさせていただきます。
親睦委員会の活動方針は、クラブ内の親睦の

みならず、会員家族、当クラブに関係する各
位とも親睦を深められるように尽力すること。
そして、委員会メンバー全員で協力し、年間行
事をより一層丁寧に遂行していくこととなっ
ています。今年度の前半は、新型コロナの感染
拡大により、夜間例会を実施することができ
ませんでしたが、ようやく先月、10 月に久し
ぶりに開催することができました。今月は 11
月 29 日に予定されていますし、12 月はクリ
スマス例会も予定しております。新型コロナの
感染状況を見ながらになりますが、安全に留意
し、できるだけリアルな親睦の機会を作りたい
と思いますので、ご協力の程よろしくお願い致
します。

出席委員会
阿波部康志 委員長
｛活動方針｝
例会の出席率を高めるため、例会及び諸活動
の参加を呼びかけ会員同士の親睦を図りク
ラブの発展を目指します。
｛活動計画｝
・欠席した会員へメーキャップの推進を行うた
めメーキャップ情報カレンダーを月初めに
配布する。
・例会の出席状況を定期的に集計し報告する。
・食事のロスをなくすために Zoom 参加や欠
席は事前に連絡をする。
・コロナ感染拡大によって会場での例会ができ
なかったが、当クラブは Zoom を活用し開
催してきました。今後も Zoom と会場との
ハイブリット形式での例会を継続していき
たいと思いますので、会員の皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

ＳＡＡ委員会
越山 直美 委員長
・活動方針は、例会が楽しく、かつ、ロータリ
アンとして品格を保ち、秩序正しく遂行でき
るよう常に心を配り、スムーズな例会進行を
行うとなっています。
・コロナ感染が深刻な時期である 8 月～ 9 月
にかけて、休会することなく Zoom を活用
し例会を開催できたことはよかったと思い
ます。これも会長のご決断と関係者の方々の
ご協力のお陰です。

クラブ研修委員会
久寿米木和夫 委員長
今年度委員長を仰せつかりました「久寿米
木」です。宜しくお願い致します。
今年度の研修委員会の活動として、昨年から
今年にかけて６名の新入会員が入っており、こ
の新会員に向けたロータリーに関するものを
中心とした研修を行っていきたいと考えてい
ます。
会員歴の長い皆様には今更感があるかも知
れませんが、改めて思い起こすという時間にし
ていただければと思います。
今年度第一回の研修委員会アワーは当クラ
ブ輩出のガバナー補佐経験者である都原会員
と私で９月 13 日に行いました。
とりあえず今期はロータリーに関する初歩
的な研修から始め、今年度にかぎらず継続でき
ればと考えます。
会員の皆さま宜しくお願い致します。

なっています。コロナの状況を見ながらです
が、今期後半に職場訪問例会をプログラム委員
長と協議しながら行いたいと思います。
職業奉仕賞は１月の末に予定していますの
で、職業奉仕賞対象者の推薦を宜しくお願い致
します。

青少年奉仕委員会
長友 廣志 委員長
・活動方針
2730 地区及び宮崎県中部グループの青少
年奉仕活動への参加要請に応える。
・活動計画
2730 地区及び宮崎県中部グループの活
動情報をクラブメンバーに伝え、各事業へ
参加要請に応える。
今年度のライラは西都 RC の担当です
が、今だ開催の連絡がありません、開催連
絡があり次第案内をしますので、御協力を
お願いします。

職業奉仕委員会
濱田 国雄 委員長
活動計画として職場訪問例会と職業奉仕賞
の授与を予定していましたが 10 月に予定し
ていた職場訪問例会はコロナの影響で延期と

・予算計画
ライラ登録費用

35,000 円

理事会議事録
2021 ～ 2022 年度 12 月例会行事予定表
＜疾病予防と治療月間＞
週

１
週

日

６
日

行

事

予

・会長挨拶
・幹事報告
・委員会報告
◎セレモニー
誕生祝 岩切 久美 会長
平見 映介 会員
◎五大奉仕委員長中間報告
◎各委員長中間報告
・会長挨拶
・幹事報告
・委員会報告
◎クラブ年次総会
◎クラブ研修委員会アワー
委員長 久寿米木和夫

２

13

週

日

３
週

20
日

◎夜間例会
ニューウェルシティ宮崎
18：30 ～

４
週

27
日

特別休会

定

備

考

・６日 定例理事会
・100 万ドル食事

丸尾 高範 会員

☆国歌斉唱
☆Ｒソング
「四つのテスト」
第１０２１回例会

☆Ｒソング
「それこそロータリー」
第１０２２回例会

第１０２３回例会

幹事報告

米山奨学生

・ 本日は田島ガバナー補佐お迎えいたしまして
クラブ協議会開催致しますので後程よろしく
お願いいたします。
・ 例会終了後定例理事会開催致しますのでよろ
しくお願いいたします。
・ 11 月 15 日（月）ガバナー公式訪問例会で
すので全員出席よろしくお願いいたします。
また Zoom 参加も可能です。
・ 次年度地区役員推薦状が届いております。現
在上山会員にお願いしておりますが、引き続
き次年度もお願いした所快く承諾頂きまし
た。心より感謝いたします。
米山奨学生

カイン ジン アウン さん

スマイルＢＯＸ
松下
実 君
また一つ、年をとってしまいました。

宮崎中央ＲＣ
田島

例会記録

第1016回 2021年11月1日（月）

プログラム

直也  ガバナー補佐

宮崎中央ＲＣ
篠原

英介

会員

出席状況報告
11月1日 第1016回 10月18日 第1014回
会員数

30名

会員数

30名

・幹事報告

出席数

23名

出席数

25名

・委員会報告

出席率

76.6％

修正出席率

83.3％

・会長タイム

◎セレモニー
◎クラブ協議会
（田島

直也

ガバナー補佐出席）

本日のビジター 田島 直也 ガバナー補佐（宮崎中央ＲＣ）
篠原 英介 君（宮崎中央ＲＣ）
メーキャップ
前取り：青井 慎一 君

メイキャップを積極的に行いましょう。

