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長　友　廣　志第15代会長

　宮崎東ロータリークラブは、 宮崎ロータリークラブ様をスポンサーに平成９年６月２日に誕生

して以来、 このたびめでたく15周年を迎えました。

　当クラブはチャーターメンバー48名で創立され、 15年を経て只今は23名と当時からしますと、

半数のクラブになりましたが、 歴代会長 ・ 幹事及び各委員会の皆様の努力に依り継続運営されて

います。

　この度、 宮崎東ロータリークラブ創立15周年の記念誌を発刊するに当たりましては、 年度初め

に記念誌を発刊する予定が有りませんでしたので、 予算上皆様には多大なご苦労をお願いするこ

ととなりました。

　記念誌の中には各種行事及び全会員がロータリーについて、 今思うこと ・ 雑感などが綴られて

います。

　又この記念誌は、 名簿機能も兼ねているそうですので皆様いろいろ活用して下さい。

　創立15周年記念行事としまして、 15周年ゴルフコンペ、 15周年祝賀パーティー、 新年家族懇親

会も行うことができました。 (実行委員の方々には特にご苦労をお掛けしました。 有難うございま

した。）

　最後になりましたが、 創立15周年記念誌を発刊するに当たりましては、 当クラブの全会員の皆

様のご協力と友情に対して、心から御礼を申し上げます。

宮崎東ロータリークラブ

創立15周年記念誌発刊によせて
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10周年からの歩み

第11期　会長　中川　彰伸
2007.7/1～2008.6/30

　細木前会長、久寿米木前幹事並びに 2006 ～ 2007 年度役員・理事・委員の皆様ご苦労様でした。充実

した 1 年間であったと同時に、重点事業の 10 周年記念式典も盛会裏に終わることが出来ましたこと、メ

ンバーの一員として感謝申し上げます。ありがとうございました。

　晴天の霹靂･･･（晴天ににわかに起こるかみなりの意）突然に起こる変動、または急に生じた大事件と

言う意味だそうです。昨年、会長就任のお話を頂いたときの気持ちです。車で言えばベンツ、BMW 或い

はレクサスを、後部座席の真ん中にこれまでも、これからも座っている者に突然、1 年間ではありますが

運転せよと言うことです。ロータリークラブ活動で言えば、右ハンドルの大衆車しか運転したことのない

（実生活でも生産打ち切りになったセフィーロワゴンに乗っておりますが･･･）私にとっては大変なことで

あります。お受けしてから左ハンドル専門の教習所に通って来ましたが、新年度を迎えた現在でも心許無

い状況です。そういった意味からも皆さんの支えが無くては、無事 1 年間のおつとめを全うすることはで

きません。どうぞお力添えの程、宜しくお願いする次第です。

　さて、宮崎東ロータリークラブも社会奉仕を行動指針として発足して 10 年の節目を迎えました。45 名

でスタートしたメンバーも現在 24 名です。「人集めのコツはその団体独自の魅力をつくること。この努力

のあるところ、小さな団体でも人は必ず集まる。」と教えて貰ったことがあります。翻って宮崎東ロータリー

クラブの魅力は何でしょうか。それは礼節を重んじつつ年齢等に囚われずに家族的なお付き合いをさせて

頂けることではないでしょうか。フランクな関係でロータリークラブ活動ができる唯一のクラブだと思い

ます。この魅力を発信して新会員のお誘いとひいては出席率の向上、会の活性化等につなげることは出来

ないものでしょうか。

　2007 ～ 2008 年度の宮崎東ロータリークラブのスローガンを、

　" 出来る所からできる範囲内で、先ずは自分から、その上で人さまの力をお借りして "「ワイガヤ　ピリッ

ト」

　　～楽しくちゃんと～

　とさせて頂きました。会員増強は永遠のテーマですが、お声がけは年度を越えて続けて行かなければな

りません。そのためにはこの会が先ず楽しくなければならないと思います。楽しく明るい所に人とお金は

集まってくるのだそうです。加えて現状は会員が 24 名ですので 1 人 2 役、全員会長、全員委員の心持で

活動して頂けると有難いです。

　改めて本年度、宮崎東ロータリークラブの会長をお受けさせて頂くにあたり、皆様のお力添えをお願い

申しあげます。

（2007年７月２日　例会での挨拶）



- � -

７月２日
会長、 副会長、 幹事就任挨拶
　会長　中川　彰伸　　　副会長　黒木　和行　　　幹事　平木　泰英

７月�0日 旧役員慰労会　於：「わらしべ」　�8：�0～�0：00

８月�7日 納涼例会　於：ホテルプラザ　�8：�0～

９月�0日 ガバナー公式訪問　　　ガバナー　田村　智英　　　ガバナー補佐　岩切　正司

�0月１日 施設訪問　宮崎県立宮崎赤江養護学校

�0月��日
職業奉仕賞　「ひまわり賞」　授与式  
　特定非営利法人　ゆめ家族　理事長　吉村　照代　様

�0月�9日
ゲスト卓話　元熊本大学非常勤講師　大塚　徳勝　氏
 「エネルギーと環境」

��月��日 職場訪問　於：おぶつだんのきむら　南宮崎店　��：�0～

��月�6日 ゲスト卓話　国際ロータリー会員組織ゾーン・コーディネーター　永冨　稔　氏（下関ＲＣ）

１月��日 新年家族懇親会　於：ウェルシティ宮崎　�8：�0～�0：�0

２月４日 早朝例会　於：善栖寺　AM 6：�0～7：�0　座禅

３月�4日 観桜会　於：さくら家　�8：�0～

６月�6日 ゲスト卓話　武井　俊輔　氏

６月�0日 夜間例会　於：東京庵　�8：�0～�0：00

行　事　一　覧

理事 ･ 役員 ・ 委員会　構成表

委　員　会　名 委　員　長 副委員長 委　　　　員

ク ラ ブ 奉 仕 柿　塚　邦　彦 黒　木　和　行

出 席 濱　田　国　雄 松　田　修　次 堀　　　幸　喜

親 睦 押　川　和　博 宮　田　行　雄 堀　　　幸　喜

プ ロ グ ラ ム 黒　木　和　行 長　友　秀　一

ク ラ ブ 会 報・ 広 報 村　川　保　訓

雑 誌・ ロ ー タ リ ー 情 報 細　木　章　稔 後　藤　雄　治

会員増強・会員選考・職業分類 都　原　清　次 野　崎　伸　一

職 業 奉 仕 佐土原　　　崇 阿　部　美喜代

社 会 奉 仕 ・ 新 世 代 上　村　健太郎 久寿米木　和夫

国 際 奉 仕 久　保　臣　譲 加　藤　好　孝

ロータリー財団・米山奨学 野　田　素　裕

会 長 中　川　彰　伸 ク ラ ブ 奉 仕 柿　塚　邦　彦

副 会 長 黒　木　和　行 職 業 奉 仕 佐土原　　　崇

幹 事 平　木　泰　英 社 会 奉 仕 上　村　健太郎

会 計 中　村　健一郎 国 際 奉 仕 久　保　臣　譲

会長エレクト 柿　塚　邦　彦 直 前 会 長 細　木　章　稔

会場監督(Ｓ･Ａ･Ａ) 長　友　廣　志

副 幹 事 柿　塚　邦　彦

副Ｓ・Ａ・Ａ 久寿米木　和夫
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第12期　会長　柿塚　邦彦
2008.7/1～2009.6/30

　2008 年７月１日より 2009 年６月 30 日まで宮崎東ロータリークラブの会長の指名をいただきました。 

本人もまずもってこんなに早く会長職を勤めようとは東ロータリー創立当時考えもしませんでした。 

　他のロータリークラブの会長の皆様にくらべると経験・指導力、 共に能力に欠けるとは思いますが、 よ

ろしくお願い申し上げます。 

　さて今年度の李東建 （リードンコン） ＲＩ会長の指針は世界の貧困地域における子供達の生死と隣り合

わせの環境と教育に対し組織として、 ロータリーメンバーの行動が必要なことを再確認したものになって

おります。 

　生死との境目に生きる、 不衛生な環境の下での子供の命を１人でもたくさん救うこと。 又１地区だけを

重点的に長期的に救おうとするのは限界があり、 自らの手で自立できるようその子供達に教育をほどこし、 

自らの手で国を再建してもらうための未来にかけた呼び掛けであります。 

　改めて考えてみると他団体の活動をも思い出すのですが、 色々な団体がこの次世代を担う子供達の教育

と健康を最優先課題と考えていますが、 世界中の人々が先進国と同じレベルで生活し人口が莫大に増える

と食糧問題・環境問題を引き起こすのも事実であります。 

　がしかし今そこに飢えと病気により将来の夢をなくす子供達がいて、 手をさしのべることのできる環境

にある自分がいたら行動するのは自然のながれだと思います。 我々、 東ロータリークラブの本年度の活動

方針としても、 今まで以上に世界の子供達の貧困と生命、 そして生きていくための教育の場をつくるため

のＲＩ活動の後押しをしていきたいと思います。 

　又、 日本や先進国の子供達においては環境と教育面ではある程度問題が無くなっているが、 満たされた

物質文明の虚無が子供達に別な意味での無気力感を与えています。 ＲＩの言う次の世代を担う子供達の教

育は我々地区においても違った意味で大事なことで、 昨年の我が東ロータリークラブのインターアクトの

解散は青少年育成のためのクラブの窓口がなくなりＲＩの流れに反するものであり誠に残念な思いであり

ます。 

　教育は大事であります。 極端に言えば次の世代の国を作ることもできますし戦争による国の破滅におい

やることもできます。 我々東ロータリークラブのメンバーは平均年齢が低いぶん比較的に他のクラブの

方々よりＰＴＡ活動に現役として参加している会員の割合が多く、 青少年とのつながりは太い環境があり

ますので東クラブとしての地区における我々の青少年育成を考えていきたいと思います。

（2008年７月７日　例会での挨拶）

10周年からの歩み
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７月７日
会長、 副会長、 幹事就任挨拶
　会長　柿塚　邦彦　　　副会長　加藤　好孝　　　幹事　押川　和博

７月�4日 旧役員慰労会　於：鳥炭火 「太一」　�8：�0～

８月４日
ガバナー公式訪問　　　ガバナー　安満　良明　　　ガバナー補佐　長友　孝允
　於：ホテルマリックス

８月��日 納涼例会　於：アレッタ　�8：�0～

９月��日 観月会　於：カリーノ９Ｆ 「サンパティオ」　�8：�0～

�0月�0日 施設訪問　「赤江まつばら支援学校」　��：00

�0月�7日
職業奉仕賞　「ひまわり賞」　授与式  
　（財）宮崎市体育協会　事務局長　八反田耕二　氏

��月�7日 職場訪問　於：ミクロエース(株） テクノリサーチセンター　��：�0～

��月��日 夜間例会　於： 「木金堂」　�8：�0～

１月�9日 新年家族懇親会　於：ウェルシティ宮崎　�8：�0～�0：�0

１月�6日 第�00回記念例会　新世代フォーラムについて　委員長　濱田　国雄

２月��日 ゲスト卓話　お菓子の日高　日高美恵子　様

３月�6日
ゲスト卓話　「あらゆる被害にあわないために！」
　宮崎県北警察署　河野　誠　氏

３月�0日 観桜会　於：ウェルシティ宮崎　�8：�0～

６月８日 ゲスト卓話　ＮＰＯ法人　ホームホスピス　理事長　市原　美穂　様

６月�9日 夜間例会  於：東京庵　�8：�0～�0：00

行　事　一　覧

理事 ･ 役員 ・ 委員会　構成表

委　員　会　名 委　員　長 副委員長 委　　　　員

ク ラ ブ 奉 仕 黒　木　和　行

出 席 馬　詰　俊　一 大　石　義　朗

親 睦 長　友　廣　志 佐土原　　　崇 後　藤　雄　治

プ ロ グ ラ ム 久寿米木　和夫 宮　田　行　雄

ク ラ ブ 会 報・ 広 報 平　木　泰　英 村　川　保　訓

雑 誌・ ロ ー タ リ ー 情 報 中　川　彰　伸

会員増強・会員選考・職業分類 都　原　清　次 野　崎　伸　一

職 業 奉 仕 村　川　保　訓

社 会 奉 仕 ・ 新 世 代 濱　田　国　雄 上　村　健太郎 大　石　義　朗

国 際 奉 仕 久　保　臣　譲 野　田　素　裕

ロータリー財団・米山奨学 細　木　章　稔

会 長 柿　塚　邦　彦 ク ラ ブ 奉 仕 黒　木　和　行

副 会 長 加　藤　好　孝 職 業 奉 仕 村　川　保　訓

幹 事 押　川　和　博 社 会 奉 仕 濱　田　国　雄

会 計 中　村　健一郎 国 際 奉 仕 久　保　臣　譲

会長エレクト 黒　木　和　行 直 前 会 長 中　川　彰　伸

会場監督(Ｓ･Ａ･Ａ) 長　友　秀　一

副 幹 事 堀　　　幸　喜

副Ｓ・Ａ・Ａ 堀　　　幸　喜
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第13期　会長　加藤　好孝
2009.7/1～2010.6/30

　今日は、本日からいよいよ 2009 － 2010 年度始ります。何かと不慣れではありますが、一年間よろし

くお願い申し上げます。基本的に、本日新会員になられた「小牧会員」の次にロータリーの知識の無い、ロー

タリアンだと心得しつつ本日を迎えました。しかしながら、当宮崎東ロータリーの代表としての責務を考

えると、何か近未来に向かってクラブに貢献する機会を与えられた、と自得もしている次第です。

　さて、私と同じように RI 会長もジョン・ケニーに代わられ新しいテーマを「ロータリーの未来はあな

たの手の中に」と発表されました。この言葉は何を表現されているのでしょうか？発表の場で、ケニー氏

は「ロータリーの未来というのは、エバンストンで形作るのではありません。各ロータリークラブが形作

るのです。ロータリアンとして、私たち一人ひとりがロータリーを力強く引き継ぐことができるかという

ことを考えて実践していかなければいけません。ロータリーをどのような方向にもっていくか、と言うこ

とを、私たちの行動で示さなければいけません。ですから、ロータリーの未来はあなたの手の中にあるの

です」と述べられています。

　また、ケニー氏は、新しいプログラム、無理な目標を立てるつもりはないともいわれておりますが、ただ、

今年度が終了する時点で少しでも会員が増えていることを切望されている内容でした。

　最後のセンテンスで解るように、RI 自身も現在のロータリーの組織に対して若干の閉塞感を持ってい

るのではないかと憶測をいたしました。また、当クラブにおきましても設立当時約 45 名の会員が現在 25

名となり、毎年のように会員増強を標榜していることを考慮すると、基本的なことは違いがあってもやは

り「会員増強」に尽きるのではないでしょうか？そんな勝手な解釈を自我自尊として、今年度は務めさせ

ていただけないか考えております。

　では、どのように推し進めるかというと第一にロータリーについての再勉強が大事ではないかと考えて

おります。今以上にロータリーの中身を知り、周囲の方々に我々自身が広報し、理解を頂きながら諸条件

が整うのであれば入会を勧められるプロセスが組めるのではないかと考えております。そして、今年度に

目標が達成できなくても長期的に有効的な成果があげられるのであれば、それもわたしの勤めで、クラブ

の力になるはずです。

　またもう一つ大事な事があります。それは今年当クラブより都原ガバナー補佐が選出されました。この

事につきましても、私も当クラブにとって重要な事柄です。やはり、当クラブから選出されたとなれば、

何かと都原会員に対して全員でバックアップしなければなりません。どのような事をすれば良いのかは未

曾有ではありますが、皆様のご協力を賜りたいと考えております。

　其の外、歴代の会長と比べますと大したイベントはありませんが精一杯務めさせていただきますのでご

協力を賜りますようお願いたしまして、就任の挨拶とさせ頂きます。

（2009年７月６日　例会での挨拶）

10周年からの歩み
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７月６日
会長、 副会長、 幹事就任挨拶
　会長　加藤　好孝　　　 副会長　上村健太郎　　　幹事　中川　彰伸

７月��日 旧役員慰労会　於：エアラインホテル 「SHISEN」　�9：00～

８月�4日 納涼例会　於：宮崎観光ホテル　�9：00～

９月７日
ゲスト卓話　（株）ネットアドバイス　谷　弘一　様
地区職業奉仕研修会報告　久寿米木和夫

９月�9日 観月会　於： 「わらしべ」　�9：00～

�0月�9日 ゲスト卓話　赤江まつばら支援学校　教頭　鬼塚　孝平　様

�0月�6日
職業奉仕賞　「ひまわり賞」　授与式  
　ホームホスピス宮崎　市原　美保　様

��月２日 ＲＣクラブ研修会　地区職業奉仕委員長　原田實太郎 （宮崎北ＲＣ）

��月�7日 ガバナー公式訪問　　　ガバナー　秦　喜八郎　　　ガバナー補佐　都原　清次

��月�6日 ゲスト卓話　社会保険労務士　越山　直美　様　「年金に関する事」

��月��日 ゲスト卓話　歯科医師　山田　俊介 （宮崎ＲＣ） 「歯周病とは・・・」

１月�8日 新年家族懇親会　於：ホテルケンジントン宮崎　レストランＣＡＦＦ 倫敦（ロンドン）

１月��日 ゲスト卓話　ハートスペースＭ・ＮＰＯみやざき　副理事長　財津三千代　様

２月８日 ＲＣクラブ研修会　国際奉仕委員長　林　　務 （宮崎西ＲＣ）

２月��日 職場訪問例会　 新田原基地　��：00～

３月８日 ゲスト卓話　柚木崎レア　様　（タンザニア出身）

３月�9日 観桜会　於： 「禅」　�9：00～

４月��日 雑誌委員会アワー　ゲスト　加賀城征洋 （宮崎ＲＣ）

５月�7日 ゲスト卓話　宮崎県ＮＰＯ活動支援センター　井上　優　様

５月��日 ゲスト卓話　みやざき子ども文化センター　理事　長谷川恵子　様、 後藤　麻夫　様

６月７日
米山奨学生　グエン・ミン・チーさん紹介
ゲスト卓話　日本ユニセフ　吉田　愛美　様、 秋木　哲雄　様

行　事　一　覧

理事 ･ 役員 ・ 委員会　構成表

委　員　会　名 委　員　長 副委員長 委　　　　員

ク ラ ブ 奉 仕 上　村　健太郎

出 席 堀　　　幸　喜 馬　詰　俊　一

親 睦 濱　田　国　雄 押　川　和　博 宮　田　行　雄

プ ロ グ ラ ム 長　友　秀　一 平　木　泰　英

ク ラ ブ 会 報・ 広 報 青　井　慎　一 武　田　文　男

雑 誌・ ロ ー タ リ ー 情 報 柿　塚　邦　彦 野　田　素　裕

会員増強・会員選考・職業分類 野　崎　伸　一 黒　木　和　行

職 業 奉 仕 久寿米木　和夫 後　藤　雄　治

社 会 奉 仕 ・ 新 世 代 長　友　廣　志 平　木　泰　英

国 際 奉 仕 久　保　臣　譲 佐土原　　　崇

ロータリー財団・米山奨学 細　木　章　稔 都　原　清　次

会 長 加　藤　好　孝 ク ラ ブ 奉 仕 上　村　健太郎

副 会 長 上　村　健太郎 職 業 奉 仕 久寿米木　和夫

幹 事 中　川　彰　伸 社 会 奉 仕 長　友　廣　志

会 計 中　村　健一郎 国 際 奉 仕 久　保　臣　譲

会長エレクト 上　村　健太郎 直 前 会 長 柿　塚　邦　彦

会場監督(Ｓ･Ａ･Ａ) 村　川　保　訓

副 幹 事 濱　田　国　雄

副Ｓ・Ａ・Ａ 押　川　和　博
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第14期　会長　上村健太郎
2010.7/1～2011.6/30

　平成９年６月創立の宮崎東ロータリークラブ 14 代目の会長を拝命致しました。チャーターメンバーで
す。
　今年度ＲＩテーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」です。ロータリアンは地元地域社会の精神と資源を
育んでおり、ロータリーは住みやすく働きやすい世界をつくるために、世界中の人々の善意をつないで協
力と支援を得ている団体であり、４大奉仕を掲げて、地域社会の発展と国際平和の進展に貢献してきたと
の意です。
　これをうけて、2730 地区目標は「クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう」と各クラブに訴
えています。クラブが活力に溢れている事が、ロータリアンが、家庭、事業、社会において、奉仕の理想
を実現する源となり、醸成されるということです。クラブが、友情と親睦、情報交換、討論、結束の場と
ならなければなりません。
　今年度クラブテーマは「ロータリーを楽しもう」としました。会員一人ひとりが、ロータリー活動を楽
しみ、宮崎東ロータリークラブを愛することが、クラブ活性化につながるものと確信します。
　次に、すでに報告しました国際奉仕委員会とクラブ会報・広報委員会の委員長が都合により前年度末で
退会されましたので、国際奉仕委員長を中川彰伸会員に、クラブ会報・広報委員長を畠中和広会員にお願
いすることにします。また本日は山口登幸会員の入会式がありました。
　我がクラブの特徴は、良くも悪くも少数会員ということです。そのため新入会員を含めて全員が委員長、
副委員長です。私は、「立場が人をつくる」を信条としています。例会に出席し、委員会活動を実践し、
会員交流会で親睦を深め、地区協議会、地区大会、分区委員会活動などに参加して、ロータリーへの知識
を深めていく機会も多くなります。少数会員クラブの機会を利用しましょう。
　今年度クラブ運営方針として、①クラブ研修リーダーを、前年度宮崎中部分区ガバナー補佐の都原清次
会員にお願いしました。②年度前半は、ライラを成功させるべく実行委員会を立ち上げました。③年度後
半は、宮崎東ＲＣ規定集の整備とホームーページ等の作成に関わる作業を行います。
　一年間のご協力を宜しくお願い致します。　平成９年６月創立の宮崎東ロータリークラブ 14 代目の会
長を拝命致しました。チャーターメンバーです。
　今年度ＲＩテーマは「地域を育み、大陸をつなぐ」です。ロータリアンは地元地域社会の精神と資源を
育んでおり、ロータリーは住みやすく働きやすい世界をつくるために、世界中の人々の善意をつないで協
力と支援を得ている団体であり、４大奉仕を掲げて、地域社会の発展と国際平和の進展に貢献してきたと
の意です。
　これをうけて、2730 地区目標は「クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう」と各クラブに訴
えています。クラブが活力に溢れている事が、ロータリアンが、家庭、事業、社会において、奉仕の理想
を実現する源となり、醸成されるということです。クラブが、友情と親睦、情報交換、討論、結束の場と
ならなければなりません。
　今年度クラブテーマは「ロータリーを楽しもう」としました。会員一人ひとりが、ロータリー活動を楽
しみ、宮崎東ロータリークラブを愛することが、クラブ活性化につながるものと確信します。
　次に、すでに報告しました国際奉仕委員会とクラブ会報・広報委員会の委員長が都合により前年度末で
退会されましたので、国際奉仕委員長を中川彰伸会員に、クラブ会報・広報委員長を畠中和広会員にお願
いすることにします。また本日は山口登幸会員の入会式がありました。
　我がクラブの特徴は、良くも悪くも少数会員ということです。そのため新入会員を含めて全員が委員長、
副委員長です。私は、「立場が人をつくる」を信条としています。例会に出席し、委員会活動を実践し、
会員交流会で親睦を深め、地区協議会、地区大会、分区委員会活動などに参加して、ロータリーへの知識
を深めていく機会も多くなります。少数会員クラブの機会を利用しましょう。
　今年度クラブ運営方針として、①クラブ研修リーダーを、前年度宮崎中部分区ガバナー補佐の都原清次
会員にお願いしました。②年度前半は、ライラを成功させるべく実行委員会を立ち上げました。③年度後
半は、宮崎東ＲＣ規定集の整備とホームーページ等の作成に関わる作業を行います。
　一年間のご協力を宜しくお願い致します。

（2010年７月５日　例会での挨拶）

10周年からの歩み
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７月５日
会長、 副会長、 幹事就任挨拶
　会長　上村健太郎　　　副会長　中村健一郎　　　幹事　久寿米木和夫

７月�6日 旧役員慰労会　於：しばし庵　�9：�0～

８月２日 ガバナー公式訪問　　　ガバナー　伊藤　学而　　　ガバナー補佐　岩切　昇

８月��日 納涼例会　於：おおてら　�8：�0～

９月��日 施設訪問　赤江まつばら支援学校訪問　音楽会、 図書目録授与式

９月�7日 観月会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

�0月�8日 夜間例会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

��月１日 ゲスト卓話　パナソニック電工（株）　十時　賢太　氏

��月��日
職場訪問例会　於：宮崎空港ビル（株）
　長濱　保廣社長より　挨拶、 空港ビルについての講演

��月�9日 ゲスト卓話　ＧＳＥ報告会　妻木　美香さん

��月６日 職業奉仕賞　「ひまわり賞」　授与式　上沖　京子さん

��月�7日 夜間例会　於：東京庵　�8：�0～

１月�7日 新年家族懇親会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

�月��日(土)～
�月��日(日)　

宮崎県中部・北部分区合同
　ロータリー青少年指導者育成プログラム（ＲＹＬＡ）をホストクラブとして開催

１月��日 ゲスト卓話　宮崎大学　准教授　山田　裕司　先生

２月��日 ゲスト卓話　生き活き市民農園 「スローライフ宮崎」　長谷川五一　氏

２月�8日 ゲスト卓話　犬猫譲渡会 「四季の会」　坂本　順子　さん

３月�4日 ゲスト卓話　リレーフォーライフ�0�� in 宮崎　串間　美昭　様　　甲斐　芳文　様

３月�8日 夜間例会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

４月�8日 ゲスト卓話　インタープロ　奥野　裕之　様 「携帯用語の話」

４月��日 ゲスト卓話　「危機管理について」　宮崎大学　教授　工学博士　原田　隆典　様

行　事　一　覧

理事 ･ 役員 ・ 委員会　構成表

委　員　会　名 委　員　長 副委員長 委　　　　員

ク ラ ブ 奉 仕 長　友　廣　志 小　牧　勝　次

出 席 細　木　章　稔 佐　藤　孝　哲

親 睦 平　木　泰　英 森　山　真　也 山　口　登　幸

プ ロ グ ラ ム 青　井　慎　一 佐土原　　　崇

ク ラ ブ 会 報・ 広 報 畠　中　和　広

雑 誌・ ロ ー タ リ ー 情 報 加　藤　好　孝 中　川　彰　伸

会員増強・会員選考・職業分類 野　崎　伸　一 堀　　　幸　喜

職 業 奉 仕 村　川　保　訓 後　藤　雄　治

社 会 奉 仕 ・ 新 世 代 柿　塚　邦　彦 長　友　秀　一

国 際 奉 仕 中　川　彰　伸 加　藤　好　孝 武　田　文　男

ロータリー財団・米山奨学 野　田　素　裕

会 長 上　村　健太郎 ク ラ ブ 奉 仕 長　友　廣　志

副 会 長 中　村　健一郎 職 業 奉 仕 村　川　保　訓

幹 事 久寿米木　和夫 社 会 奉 仕 柿　塚　邦　彦

会 計 中　村　健一郎 国 際 奉 仕 中　川　彰　伸

会長エレクト 長　友　廣　志 直 前 会 長 加　藤　好　孝

会場監督(Ｓ･Ａ･Ａ) 濱　田　国　雄

副 幹 事 青　井　慎　一

副Ｓ・Ａ・Ａ 中　川　彰　伸
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第15期　会長　長友　廣志
2011.7/1～2012.6/30

　皆様こんにちは、15 周年の年度に会長を仰せつかりました長友です。会員の皆様のご協力を頂き１年

間会長職を勤めたいと思います。宜しくお願い致します。

　私がロータリーに入会した理由の一つに、私は人前で話をする事が苦手でこれを克服したいとの思いが

ありました。１年間会長職を全うする事により１年後苦手意識が少しでも解消出来たら良いなと思います。

　それから、上村前会長１年間お疲れ様でした。前会長としてご指導ご鞭撻をお願いします。

　会長タイムは、これで終わります。後は会長指針で、お話したいと思います。

　2011 ～ 2012 年度の宮崎東ロータリークラブの会長を仰せつかりました。私はロータリーに入会して

まだ７年目を迎えたばかりで、ロータリーの内容も理解しておりませんが、皆様の御協力を頂きこの一年

会長職を勤めたいと思います。

　さて近年の宮崎は昨年の口蹄疫発生で経済は疲弊し、今だ農家の方は日々復興に努力されてますが、追

討ちを掛ける様に、今年の鳥インフルエンザ・新燃岳の噴火と宮崎県民に試練を与えています。

　又、３月 11 日の東日本大震災では、Ｍ 9.0 と未曽有の災害が発生し、死者行方不明者２万４千人余り

の大惨事となりました、さらに原発事故と災厄の結果となり、日本経済に大打撃を与え大変な事態になっ

ています、しかし今日本全国からのボランテア、義援金と、さまざま支援がなされ日本国民が一体に成っ

てる気が致します。又世界の国からの温かい励まし、援助にも感謝したいと思います。これこそ本年度の

RI 会長カルヤン・バネルジー氏 R Ｉテーマの「こころの中を見つめよう博愛を広げるために ｣ を実践し

たひとつではないでしょうか。

　宮崎東ロータリークラブのスローガンを「まず出席、そして共感」とさせて頂きました。まずは出席し

ないと何事にも始まらないとの思いです。そしてロータリーアンに在籍してる意味を理解し共に感じたい

と思います。

　一年間会員の皆様の、ご支援ご協力をお願い致します。

　　重点目標　１．ホーム出席率向上

　　　　　　　２．会員増強（特に女性会員）

　　　　　　　３．会員同士の交流

　　　　　　　４．家族例会の充実

　　　　　　　５．各種行事の出席率向上

（2011年７月４日　例会での挨拶）

10周年からの歩み
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７月４日
会長、 副会長、 幹事就任挨拶
　会長　長友　廣志　　　副会長　久寿米木和夫　　　幹事　平木　泰英

７月��日 旧役員慰労会　於：魚庵　�8：�0～

８月��日 納涼例会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

９月５日 ガバナー公式訪問例会　　　ガバナー　長峯　基　　　ガバナー補佐　林　　務

９月�6日 観月会　於：ニューウェルシティ宮崎　�8：�0～

�0月�7日 ゲスト卓話　農学博士　姚　洪亮 （ヨウ コウリョウ） 女史

�0月�4日 ゲスト卓話　地区職業奉仕委員長　長友　孝允　氏

�0月��日 職業奉仕賞受賞式　受賞者　伊野啓三郎　氏

��月��日 職場訪問　野崎漬物（株）

��月�8日 ゲスト卓話　（株）インタープロ　池谷　好英　氏

��月５日 施設訪問　赤江まつばら支援学校

行　事　一　覧

理事 ･ 役員 ・ 委員会　構成表

委　員　会　名 委　員　長 副委員長 委　　　　員

ク ラ ブ 奉 仕 中　村　健一郎

出 席 山　口　登　幸 中　川　彰　伸

親 睦 畠　中　和　広

プ ロ グ ラ ム 濱　田　国　雄 野　田　素　裕

ク ラ ブ 会 報・ 広 報 佐　藤　孝　哲 畠　中　和　広

雑 誌・ ロ ー タ リ ー 情 報 上　村　健太郎 後　藤　雄　治

会員増強・会員選考・職業分類 野　崎　伸　一 小　牧　勝　次

職 業 奉 仕 青　井　慎　一 彌　勒　　　猛

社 会 奉 仕 加　藤　好　孝 中　川　彰　伸

新 世 代 奉 仕 村　川　保　訓 中　川　彰　伸

国 際 奉 仕 彌　勒　　　猛 都　原　清　次

ロータリー財団・米山奨学 細　木　章　稔

ク ラ ブ 研 修 リ ー ダ ー 都　原　清　次

会 長 長　友　廣　志 ク ラ ブ 奉 仕 中　村　健一郎

副 会 長 久寿米木　和夫 職 業 奉 仕 青　井　慎　一

幹 事 平　木　泰　英 社 会 奉 仕 加　藤　好　孝

会 計 中　村　健一郎 国 際 奉 仕 彌　勒　　　猛

会長エレクト 中　村　健一郎 新 世 代 奉 仕 村　川　保　訓

会場監督(Ｓ･Ａ･Ａ) 森　山　真　也 直 前 会 長 上　村　健太郎

副 幹 事 濱　田　国　雄

副Ｓ・Ａ・Ａ 佐　藤　孝　哲
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

青井　慎一 昭和31年7月18日生

株式会社　アド・プラス
〒880-0841 宮崎市吉村町大町前甲2207-18

電話：0985-29-0506　FAX：0985-29-0662

E-Mail：aoi@ad-plus.co.jp

ＨＰ：www.ad-plus.co.jp

mobile：090-9588-2850

〒880-0841 宮崎市吉村町大町前甲2207-18

電話：0985-32-5288

特技３秒で寝れる

1997年６月　　入会

　　　７月　　クラブ奉仕委員

1998年７月　　クラブ会報・広報委員

1999年７月　　クラブ会報・広報委員

2000年７月　　親睦委員長

2001年７月　　新世代副委員長

2002年７月　　職業奉仕委員長

2008年７月　　再入会

2009年７月　　クラブ会報・広報委員長

2010年７月　　プログラム委員長

2011年７月　　職業奉仕委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　私は今年�6歳になります。
　自由気ままに仕事を続けてきた私でも、 さすがに 「あと何年　仕事が出来るのか」 とか 「今の
仕事は、 社会的に受け入れられているのか」 など考えるようになりました。
　そんなとき 「ロータリーの四つのテスト」 を良く思い出します。 言葉一つ一つを自分の仕事や
行動に置き換えてみると、 自分にとっては 「仕事のバイブル」 のように思えています。 めまぐる
しく変化する現代社会において、 状況の変化・環境の変化には付いて行けないシーンも多々ある
中、 このバイブルは原点に立ち戻れる軸を作ってくれます。
　ロータリー出戻り４年ですが、 東ロータリーの皆さんと毎週例会で会うことにより、 原点に立
ち返ることのできる機会と考え、 出来る限り毎週ホーム出席したいと考えています。
　東ロータリーの皆様これからもよろしくお願いいたします。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

石丸久美子 昭和28年９月６日

スナック南天
〒880-0003 宮崎市高松町３番２号ユタカビル２Ｆ

電話0985-23-6520

mobile:090-3071-9154

〒880-0944 宮崎市江南３丁目７-４

電話：0985-50-6634　FAX:50-6634

園芸・ウォーキング

2011年12月　　入会

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブにお誘いがあり、 入会しました。 東ロータリークラブの内容も理解し

ておりませんが、 皆様宜しくお願いします。 私も飲食業を�4年間経営してますが多くの人と知り

合い、 いろんな人に支えられ今があると思います。 これから先も東ロータリークラブの一員に加

えて頂き、 精一杯がんばりたいと思います。 どうか宜しくお願いします。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

上村健太郎 昭和29年2月27日生

うえむら矯正歯科
〒880-0001 宮崎市橘通西1丁目5-30 TIPビル201

電話：0985-22-5323　FAX：0985-22-5719

E-Mail：uemurak@uemura-ortho.jp

ＨＰ：http://uemura-ortho.jp

mobile：090-7922-0324

〒880-0001 宮崎市橘通西1丁目5-30 TIPビル807

電話：0985-26-1313

アウトドア

1997年６月　  入会

　　　７月　　社会奉仕委員

1998年７月　　雑誌・ロータリー情報副委員長

1999年７月　　クラブ会報・広報委員長

2001年７月　　職業奉仕委員長

2002年６月　　ポールハリス・フェロー

　　　７月　　会員増強・職業分類委員

2003年７月　　プログラム委員長

2004年７月　　出席委員長

2005年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2006年７月　　社会奉仕・新世代委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブの創立��周年はおめでたく、 お祝い申し上げます。 平成９年６月の創

立ですので、平成�0年６月が１周期、２周年になりますので、��周年は、平成��年６月になります。 

年末に母親の７回忌の法要をしたのですが、その際お寺さんに年回表なるものが掲示されており、  

一周忌から始まって、 ３回忌、 ７、 ��、 �7、 �� 、、、 �0、 �00回忌まで明示されていました。 果た

してＲＣは何周年をお祝いしていくのが理想なのか知りたいものです。 何はともあれ我が宮崎東

ＲＣも��歳、 まだ中学３年生で、 今から高校、大学、そして成人式を迎えていくことになります。 

成長甚だしいこれからの時代をみんなで切開いていきましょう。 

2007年７月　　社会奉仕・新世代委員長

2008年７月　　社会奉仕・新世代副委員長

2009年７月　　副会長

2010年７月　　会長

2011年７月　　雑誌・ロータリー情報委員長

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

加藤　好孝 昭和30年４月14日生

株式会社　加藤工機
〒880-0832 宮崎市稗原町7-3

電話：050-3802-2375　FAX：0985-26-4883

E-Mail：gubi1128@gmail.com

ＨＰ：http://www.katou-kouki.co.jp

mobile：k-gubi0414@i.softbank.jp

〒880-0872 宮崎市永楽町28-2

電話：0985-27-0437　FAX：0985-27-0437

Golf

1997年６月　  入会

　　　７月　　雑誌・ロータリー情報委員長

1998年７月　　クラブ会報・広報委員

1999年７月　　会員選考職業分類

2000年７月　　国際奉仕副委員長

2001年７月　　クラブ会報・広報委員

2002年７月　　国際奉仕委員長

2003年７月　　プログラム副委員長

2004年７月　　職業奉仕副委員長

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　会員増強・会員選考・職業分類副委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　チャーターメンバーで入会しましたが、 あのまま状態で現在に至っていたらとても会の存続は

危うかったのではないでしょうか？

　我々宮崎東ロータリークラブは 「善しつけ悪しつけ」 ��年の中で時代に合った変化を続けたよ

うに思います。

　私におきましては、 空白の年数が長かったので多くの事を語れませんが、 ��年を１直線に引き

かえたならば変化自在なクラブと表現できるのではないでしょうか！

2006年７月　　国際奉仕副委員長

2007年７月　　国際奉仕副委員長

2008年７月　　副会長

2009年７月　　会長

2010年７月　　雑誌・ロータリー情報委員長 

2011年７月　　社会奉仕委員長

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

久寿米木和夫 昭和35年３月25日生

有限会社　円設計工房
〒880-0904 宮崎市中村東2丁目4番3号 パワーステージ中村202号

電話：0985-63-1481　FAX：0985-63-1482

E-Mail：kaz-k@tulip.ocn.ne.jp

ＨＰ：www.yenarchitect.com/

mobile：090-2855-9958

〒880-0904 宮崎市中村東2丁目4番3号 パワーステージ中村901号

読書

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など掲載

　入会して間もない頃５周年の記念式典に参加したことを思い出し、 宮崎東ロータリークラブ入

会させていただき、 もう�0年余が過ぎたんだなぁ…と、 改めて月日の流れを感じます。　

　ロータリークラブという組織に対する個人的な認識は、 入会し活動することにより私の中でか

なり変わりました。

　勿論、 良い意味での変化が大半です。

　他の組織でもそうなのでしょうが、 私にとってロータリーで一番良いのは 「出会い」 があると

いうことでしょうか。

　東クラブ内は当然として、 他のクラブのメンバーにもかなり親しくさせていただいている方が

できました。

　東クラブで、 ここ数年ずっと言われ続けている最重要課題は 「会員増強」 です。

　私自身も会員増強に励んでいますが、 嬉しいことに今期は新入会員が２名加わり、 生来楽観主

義者の私は 「何かいい感じやなぁ…」 とにんまりしているところです。

　ただ、 未だにロータリーのことをあまり理解できていない私は、「新入会員があんまり急に増え

ても大変やなぁ…

　やっぱりチャーターメンバーの皆様の御協力は欠かせんよねぇ…」 と今から余計な心配をして

います。

　 「辰年」 の��周年！会員増強が初夢に終わらぬよう、 私自身も足元を確かめながら更に上を目

指したいと思います。

　宮崎東ロータリークラブの皆様、 事務局の首藤さん、 これからも宜しくお願い致します。

2001年４月　　入会

　　　７月　　出席委員

2002年７月　　出席委員長

2003年７月　　社会奉仕・新世代委員長

2004年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　プログラム副委員長

2006年７月　　幹事

2007年７月　　社会奉仕・新世代副委員長

2008年７月　　プログラム委員長

2009年７月　　職業奉仕委員長

2010年７月　　幹事

■ロータリー歴

2011年７月　　副会長

会員紹介



- �7 -

氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

後藤　雄治 昭和31年４月２日生

株式会社　コマツレンタル宮崎
〒880-0212 宮崎市佐土原町下那珂2957番地12

電話：0985-72-1234　FAX：0985-30-1001

E-Mail：yuuji_gotou@dbmiz.komatsu.co.jp

〒880-0032 宮崎市霧島4-15-2

電話：0985-29-2950　FAX：0985-29-2950

作詞作曲

2002年１月　　入会

　　　７月　　出席委員

2003年７月　　出席副委員長

2004年７月　　社会奉仕・新世代委員

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　出席副委員長

2006年７月　　クラブ奉仕副委員長

2007年７月　　雑誌・ロータリー情報副委員長

2008年７月　　親睦委員

2009年７月　　職業奉仕副委員長

2010年７月　　職業奉仕副委員長

2011年７月　　雑誌・ロータリー情報副委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　私はほとんど会合に出席しなく、 クラブのみなさんにご迷惑を掛けています。

　ただロータリークラブの目的意義については理解はしています。

　将来に渡り東ロータリークラブが永遠なることを望みます。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

小牧　勝次 昭和32年11月10日生

有限会社　小牧林業
〒886-0115 宮崎県小林市須木内山5222番地ハ

電話：0984-44-0959　FAX：0984-44-3039

携帯：080-5212-0868

E-Mail：k-maki@cello.ocn.ne.jp　　

〒880-0001 宮崎県宮崎市橘通西1-5-30 TIPマンション1206号

電話：0985-38-5036　FAX：0985-38-5036

映画鑑賞　ＴＶ鑑賞

2009年７月　　入会

2010年７月　　クラブ奉仕副委員長

2011年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　団体及び組合付き合いは、 出不精な私でしたが、 ある時、 ロータリーの会員の方と飲みに行く

機会がありました事を機会に、 苦手気質を変えようと思い入会をいたしました。

　東ロータリーの会員の方との会話で、 勉強になる事、 参考にさせて頂ける事が多々あり、 楽し

いひとときも過ごさせていただいております。

　この場をお借りして、 現在出席率を低下させております事をお詫び申し上げます。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

佐藤　孝哲 昭和35年２月６日生

佐藤歯科天満橋クリニック
〒880-0930 宮崎市花山手東1-20-1

電話：0985-50-4618(シロイ歯）　FAX：50-4618（白い歯）

E-Mail：sdc1989@beetle.ocn.ne.jp

ＨＰ：http://www6.ocn.ne.jp/~sdc/

mobile：090-4347-6651

〒880-0930 宮崎市大橋1-79-808

電話：0985-22-4731　FAX：0985-22-4731

体を動かすこと。 ウォーキング、 卓球、 ラージボール、 ゴルフ、 

テニスなど　最近、 FaceBook にはまりそうです。

2010年４月　　入会　出席委員会副委員長

2011年７月　　クラブ会報・広報委員会委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　私が宮崎東ロータリークラブに、入会させていただいたことについてこの��周年という節目に、 
今書き留めておきたいと思う。
　人生において、 『三人の師匠をもて！』 と云われる。
　私の仕事（職業奉仕）、歯科医業においても私を育てていただいた、 また人生においても手本と
する尊敬する三人の師匠をもっている。 そのご三人ともが、 皆ロータリーアンである。
　大阪市と大阪府松原市、 宮崎市 （宮崎西クラブ） でご活躍されている。
　それで、 ロータリークラブとは何ぞやという想いと、 私も成長の暁にはできればお仲間に加え
ていただきたいという夢を研修、 修業当時から持っていた。
　生まれ育った日南で、 約６年にわたる研修、 修業の後、 両親、 親戚、 知人の力も借りて�989年
平成元年に自分の城 『佐藤歯科クリニック』 を開業した。
　御蔭様で約��年のあいだに約8，000人の患者様を治療させていただいた。 （日南の人口；約４万
�000人なので６、 ７人にひとりは来院していただいた計算にはなる。）
　宮崎市に２号店とも云える  『佐藤歯科天満橋クリニック』  にも日南、 北郷、 南郷、 串間から
はるばるメンテナンスや治療にも来院していただき、 また新患もご紹介いただいたりと大変有り
難いことである。
　この��年間一生懸命精進してきたことや方向性が、 間違いではなかったと検証もでき感謝極ま
りない。
　また、その間たくさんのご縁があって、 ��歳で日南青年会議所にも誘っていただいた。
ＪＣを経験された方ならおわかりであるが、 この７年間で素晴らしい経験、 体験、 研修、 出会い
があり私の大きな財産となった。 その後、 日南ロータリークラブにも誘っていただいていたが、 
宮崎店がもう既に計画中であり、 それならば宮崎で落ち着いたらロータリークラブに入会するよ
うにという条件で日南ロータリークラブへの入会は見合わせていただいていた。
　現在は国際ロータリーやロータリーの理念などまだまだ勉強すること山積みで、 なにかロータ
リアンの真似事をしているような状態であるが、 先輩諸氏のご指導を仰ぎながらこの愛すべく宮
崎東ロータリークラブに骨を埋められるよう、 社会貢献もできるよう、 また自分も成長しつづけ
られるようロータリークラブにお世話になりたいと切に熱望しています。
　どうぞ、 何卒ご指導ご鞭撻を仰ぎますよう厚くお願い申し上げます。

�0�� 年 �� 月１日　
佐藤歯科天満橋クリニック開院（�� 月１日）３年目を踏み出す時にあたり

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

都原　清次 昭和24年９月24日生

有限会社　ミップ
〒880-0053 宮崎市神宮1-262

電話：0985-20-0752　FAX：0985-20-0727

mobile： 090-3739-0729

〒880-0053 宮崎市神宮1-260

電話：0985-24-3413 

ゴルフ

1990年４月　　宮崎西ＲＣ入会

1993年７月　　ポールハリス・フェロー

1997年６月　　宮崎西ＲＣ退会

1997年６月　　宮崎東ＲＣ入会

　　　７月　　職業奉仕委員長

1998年７月　　副会長

1999年７月　　会長エレクト・クラブ奉仕委員長

2000年７月　　会長

2001年６月　　米山功労（第３回）

　　　７月　　雑誌ロータリー情報委員長

2002年７月　　プログラム副委員長

2003年７月　　社会奉仕・新世代副委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　�990年、 宮崎西ＲＣに入会。 ＪＣ卒業後、 大薗氏にさそわれて出掛けると、 入会式であったの

が最初の事だと覚えている。

　何も解らないままの入会から７年間を宮崎西ＲＣで過ごした。

　�006年に三重野ＰＧから私と折元君に新クラブ設置を考えているがどうかなと話が有り、ちょ

うどその時、 野崎会員を西ＲＣに誘っている時で、 東ＲＣが出来たら入っても良いと言って誘い

に乗ってこなかったのである。

　そこで、 「東ＲＣを新設するから入会するよね」 と言って、 いよいよ東ＲＣを立ち上げる事に

なったのである。 私は西ＲＣメンバーである為、大ぴらな行動を取る事も出来ず、裏方に徹して、

会を持った事を思い出す。

　�007年いよいよ設立間近となった頃、 私は西ＲＣに在籍しているから、 ここまでと思っていた

ら、 「あんた達がおらんかったら止める」 と言われ、 西ＲＣ退会、 東ＲＣ入会を同日に行なった

次第である。

　当初48名のチャーターメンバーでのスタートであったが、 ��年後の今��名となり、 さみしい気

持ちになるが、 今のメンバーは皆すばらしいメンバーばかりで楽しいクラブとなっている。 今後

は何とか増強に力を入れて会員を増していきたい。

2004年７月　　社会奉仕・新世代委員長

2005年７月　　親睦副委員長

2006年７月　　クラブ会報・広報委員長

2007年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2008年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2009年３月　　ポールハリス・フェロー　マルチプル

2009～2010年　宮崎県中部分区ガバナー補佐

2009年７月　　Ｒ財団・米山奨学

　　　12月　　ベネファクター

2010年　　　　地区奉仕賞

2010～2012年　クラブ研修リーダー

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

中川　彰伸 昭和30年７月４日生

有限会社　リバーセン・ダスキン中川
〒880-0902 宮崎市大淀2-6-20

電話：0985-53-1211　IP電話：050-3386-3797　FAX：0985-54-4646

E-Mail：a.nakagawa@rivercen.jp

mobile：090-4774-9302　n.akinobu-alltop0704@docomo.ne.jp

〒880-0902 宮崎市大淀2-7-9 中川ビル4F

電話：0985-53-7414　FAX：0985-54-7414

だれやみ

1997年６月　　入会

　　　７月　　新世代副委員長

1998年７月　　親睦副委員長

1999年７月　　親睦委員長

2000年７月　　職業奉仕委員長

2001年７月　　会員選考･職業分類委員長

2002年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2003年７月　　出席委員長

2004年７月　　国際奉仕副委員長

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　職業奉仕委員長

2006年７月　　親睦委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブには�997 （H9） 年、 4�歳で入会しました。

　ロータリークラブは、 奉仕の団体として功成り名遂げた人が入る敷居の高い所だと思っていま

した。

　しかし、 宮崎東ロータリークラブの皆さんは礼節は重んじつつもフラットな形で接して頂き、 

それなりに活動することができたように思います。

　宮崎東ロータリークラブだから入会しました。

　爾来��年、 色んな事情で退会されていったメンバーもいらっしゃいます。

　私自身、 厳しさの中にもアットホームで家族的な雰囲気の宮崎東ロータリークラブだから続け

られたのかなと思っています。

　昨今の私たちを取り巻く変化の激しい経済・社会環境の中にあって、 宮崎東ロータリークラブ

だったらこれからも、 出来るところから出来る範囲内で先ずは自分でやってみて、 その上で皆さ

んの力をお借りしながら活動して行けるのではないかと思います。

　��年を迎えた宮崎東ロータリークラブに、 メンバーにそして自分に･･･乾杯

2007年７月　　会長

2008年６月　　米山功労

　　　７月　　雑誌･ロータリー情報委員長

2009年７月　　幹事

2010年７月　　国際奉仕委員長

2011年７月　　出席副委員長

会員紹介



- �� -

氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

長友　廣志 昭和28年３月５日生

株式会社　はまゆう電設
〒880-0951 宮崎市恒久南3-12-11 

電話：0985-53-1415　FAX：0985-53-1416

E-Mail：hamayuu@io.ocn.ne.jp

〒880-0917 宮崎市城ヶ崎南3丁目7-4

電話：0985-53-8613　FAX：0985-53-8613

ゴルフ・映画鑑賞

2004年10月　　入会　　親睦委員

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　クラブ会報・広報委員長

2006年７月　　職業奉仕委員長

2007年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2008年７月　　親睦委員長

2009年７月　　社会奉仕・新世代奉仕委員長

2010年７月　　クラブ奉仕委員長・会長エレクト

2011年７月　　会長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブの創立��周年又記念誌の発刊も合わせておめでとうございます。

　この��周年の節目に会長を仰せつかりましたが、 何せロータリー歴７年と経験の無い私が何と

か皆様のご協力を頂きこの１年会長職を勤めさせて頂いてます。 有難うございます。

　さてロータリーに入会して７年間を振り返りますと、 いろいろな委員会の委員長をさせて貰い

ましたが、 一番印象に残っているのがＳＡＡでした。 会場監督は会議、 例会全てにおいて係わり

が有り権限を有してるからでした。 そして必ず例会には出席しなくてはいけないので、出席�00％

に成ります。 この後のロータリーの例会への出席のこだわりになり��代会長の当クラブのスロー

ガン 「まず出席、 そして共感」 につながってます。

　又私が宮崎東ロータリークラブに入会して今だに退会もせず例会出席�00％を維持出来ている

のは、 会員の皆様に毎週会えるのが楽しいからです。 今後も例会、 会員交流、 各種行事をこなし

ロータリーライフを楽しみたいと思います。 また、 ロータリーを通じて沢山の友達が出来た事も

私の財産に成っています。 今後とも皆さん宜しくお願い致します。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

中村健一郎 昭和28年９月22日生

有限会社　財務経営サービス
〒880-0872 宮崎市永楽町137番地

電話：0985-28-0877　FAX：0985-28-0878

E-Mail：ken1-nakamura@pdca-pro.jp

ＨＰ：http://www.pdca-pro.net/

mobile：080-3992-7421

〒880-0872 宮崎市永楽町137番地

電話:0985-50-3665　FAX：0985-28-0878

老境に入る頃には一つでも持てれば幸いかな！

1997年６月　　入会　副会計

1998年７月　　会計　広報

1999年７月　　会計　広報

2000年７月　　会計

2001年７月　　会計

2002年７月　　会計

2003年７月　　会計

2004年７月　　会計

　　　10月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　会計

2006年７月　　会計

2007年７月　　会計

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　ロータリークラブで良いなと思う点は、 創立の動機です。

　過当競争や誇大広告、 不正が横行する�0世紀初頭の米国シカゴでの商道徳の欠如する風潮に耐

えかねた青年弁護士ポール・ハリスが、 友人� 人と語らって、 お互いに信頼のできる公正な取引

をし、 仕事上の付き合いがそのまま親友関係にまで発展するような仲間を増やそうと考えて�90�

年に開始されたことに共感共鳴して会員を生涯続けようと思っています。

　地球の緯度の差異と地理学的文化人類学的な差異と天然資源分布の差異に基づき、 諸国民はそ

れぞれの国民経済を歴史的に形成してきました。 こうした国民経済の差異に対して、 経済活動は

本質的に国境を超えて発展します。 現代から向こう�0年先まで、 グローバリズムとローカリズム

の相克は激化を深めるでしょう。 この問題を理性的に解決する一策がロータリー運動であると私

は考えています。 ①奉仕の機会として知り合いを広め、 ②事業および専門職務の道徳的水準を高

め、 ③奉仕の理想を掲げ、 ④国際間の理解と親善と平和を推進することで、 様々な政治的見解と

思想信条と経済的な利害損得の差異を超えて、 諸国民の対話の土壌を育むことに貢献できる組織

がロータリークラブであると思います。

　各会員の自己尊厳の表現として、 ささやかに、 息長く、 互いのロータリアン生活を続け合うこ

とが出来る東ロータリーでありたいと考えています。

2008年７月　　会計

2009年７月　　会計

2010年７月　　副会長　会計

2011年７月　　会長エレクト

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

永吉　幸広 昭和45年４月28日生

株式会社　ナガヨシ巧芸
〒880-2215 宮崎市高岡町高浜2238-4

電話：（0985）82－0368　FAX：（0985）64－9666

Ｅ-Mail:info@nagayoshi‐kougei.jp

ＨＰ：http://www.nagayoshi-kogei.com

mobile:yukihiro0428@ezweb.ne.jp

〒880-2112 ●

電話：090-8761-1908

ゴルフ、 野球、 サーフィン

2011年11月　　入会

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　ロータリーに入会してまだ間もないので、 クラブが自分に役立つのか実感はまだありません。

　すばらしい先輩の皆さんと親交を深め合う中で今後の活動に期待したいと思います。 私がロー

タリーに入会し一番良かったと思うことは、 色々の職種の一流の人を知ることが出来たことだと

思います。 皆さんの意見を聞き、学ぶ機会も増え、 自分自身を高める為にも積極的に今後も例会、 

その他の大会、 セミナーなどに参加をしていきたいと思っております。 そして奉仕活動は一人で

は出来ない。 みんなと力を合わせてやっていくのがロータリーの良さだと思います。 私も活動を

通して世の中の役に立つことをする事でその喜びを味わいたいと思います。

　ご指導を仰ぎまして今後も精進してまいりたいと思います。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

野崎　伸一 昭和24年5月30日生

野崎漬物株式会社
〒880-0852 宮崎市高洲町95

電話：0985-24-7767　FAX：0985-24-7784

〒880-0878　宮崎市大和町102

旅行、 食べ歩き、 スポーツ

1997年６月　　入会

　　　７月　　会長

1998年６月　　ポールハリス・フェロー

　　　６月　　米山功労（第３回）

　　　７月　　直前会長・ロータリー財団

1999年７月　　Ｒ財団

2000年７月　　Ｒ財団

2001年７月　　Ｒ財団

2002年７月　　Ｒ財団

2003年７月　　Ｒ財団

2004年７月　　職業奉仕委員長

2005年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブ創立までの思い出が印象に残ります。

　�997年５月�9日（月）に三重野良輔パストガバナーを特別代表に、 宮崎ロータリークラブをスポ

ンサークラブとして、 第１回仮クラブ例会を行い、 同年６月２日（月）に創立総会を開催、 ６月�8

日（水）付をもって国際ロータリーへの加盟認証を受け、 �997年８月��日　宮崎東ロータリークラ

ブの認証状伝達式　チャーターナイトを宮崎観光ホテルで、 宮崎ＲＣをはじめ�7�0地区内の多く

の会員をお招きして開催しました。

　思えば、 約１年ぐらいの間に、 クラブ創立を成し遂げられたのは、 当時の多くのロータリアン、

チャーターメンバーのお蔭とあらためて感謝いたします。 日本国内で���6番目、 第�7�0地区内6�

番目、 宮崎県内�6番目、 宮崎市内６番目のクラブです。

　あれから早��年が経ちました。 発足当時48名、 平均年齢4�歳の若い世代の集まり、 若さと魅力、

活力のある、 快適なクラブを目指し、 親睦と友情を深めることがクラブ発展の基礎固めに必要で

あると考えて、 これまで実践されてきたことに、 感慨深いものを感じます。

　会員数は、 経済状況、 社会情勢などにより減少していますが、 今なお発足当時のまま、 若さと

魅力と活力のある快適なクラブであり続けていることは、 素晴らしいことだと思います。

　これからも、 親睦と友情にあふれた楽しいクラブ運営と奉仕活動を実践していくクラブであっ

てほしいと願います。

2006年７月　　親睦副委員長

2007年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2008年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2009年３月　　ポールハリス・フェロー　マルチプル

　　　７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2010年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2011年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

野田　素裕 昭和27年4月12日生

宗教法人　善栖寺
〒880-0905 宮崎市中村西1-5-3

電話：0985-51-3953　FAX：0985-52-1535

E-Mail：zenseiji@royal.ocn.ne.jp

〒880-0905 宮崎市中村西1-5-3

電話：0985-51-3953　FAX：0985-52-1535

1997年６月　　入会

　　　７月　　クラブ会報・広報委員

1998年７月　　会員選考・職業分類委員長

1999年７月　　米山奨学副委員長

　　　11月　　ベネファクター

2000年７月　　社会奉仕委員長

2001年６月　　ポールハリス・フェロー

　　　７月　　会長エレクト

2002年７月　　会長

2003年７月　　雑誌・ロータリー情報委員長

2004年７月　　Ｒ財団・米山奨学委員長

2005年６月　　ポール・ハリス・フェロー　マルチプル

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　�00パーセント出席を続けて行きたい。

2005年７月　　Ｒ財団・米山奨学委員長

2006年７月　　会員増強・会員選考・職業分類

2007年７月　　Ｒ財団・米山奨学委員長

2008年７月　　国際奉仕副委員長

2009年７月　　雑誌・ロータリー情報副委員長

2010年７月　　Ｒ財団・米山奨学

2011年７月　　プログラム副委員長

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

畠中　和広 昭和38年４月13日生

株式会社　黒木青果
〒880-0834 宮崎市新別府町雀田1185

電話：0985-28-4314　FAX：0985-26-2319

E-Mail：hatanaka@jewel.ocn.ne.jp

mobile：090-8660-8984

〒880-2215 宮崎市高岡町高浜2400-2

電話：0985-82-5011

ゴルフ

2009年11月　　入会

2010年７月　　クラブ会報・広報委員長

2011年７月　　親睦委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮﨑東ロータリーに入会させて頂き早�年がたちました。 １年目は広報委員会、 �年目は親睦委

員会を任せていただいております。 会を運営する事で色いろな経験を積み少しだけですが、 ロー

タリーのことが解り始めた気がしております。 ロータリアンとして今後どのような活動を心掛け

なければならないのか、 ４つのテストの真実がどうか・みんなに公平か・行為と友情を深めるか・

みんなのためになるかどうかという、 スローガンの意味を深く考える事を常に心掛けて行動する

事が大切であると思います。 我が社の職場においても４つのテストの方針で活動できるような職

場にできれば必ず成長する企業になるのではないかと思います。 このように今後ロータリーで学

んだ事を我が生活や職場の中で生かして行くことがこの会に入会させていただいた意味であると

感じております。

　来年度は副会長という大役を引き受けており大変身の引き締まる思いでおります。 しかしなが

らこの経験は必ず今後の私の生涯においても重要な経験になるのではと期待と不安を感じながら

日々を送っております。

　この東ロータリーの素晴らしいメンバーとともに��周年を迎えられとても嬉しい気持ちで一杯

です。 今後ともメンバーの皆さまと、 より親睦を深めていき、 また良い経験を積まさして頂きた

いと思います。 また、 今後の東ロータリーの益々の発展のために努力、 精進して行きたいと思い

ます。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

濱田　国雄 昭和49年３月28日生

おぶつだんのきむら
〒880-0906 宮崎市南町３丁目57-２

電話：0985-50-4004　FAX：0985-50-4040

E-Mail：minami@o-kimura.co.jp

ＨＰ：http;//www.o-kimura.co.jp

〒880-0035 宮崎市下北方町井手下南25-１

電話：0985-22-3944

ラグビー

2006年７月　　入会

2007年７月　　出席委員長

2008年７月　　社会奉仕・新世代委員長

2009年７月　　親睦委員長

2010年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2011年７月　　プログラム委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　入会してから早いもので５年が経過しております。 ５年間で色々な役職を頂きながらロータ

リーの勉強させて頂いておりますが、 まだまだ勉強不足で分からないことばかりのように思いま

す。 今後も先輩方にご指導いただきながら、 ロータリーについて学んでいけたらと思っておりま

す。

　また、 出席については、 皆さまに迷惑のかからぬよう、 現在までメーキャップを駆使し�00％

で来ております。 今後も出席を重視しローリアンという自覚を持ち日々精進していきます。 今後

もよろしくお願いします。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

平木　泰英 昭和43年10月3日生

株式会社　三紘
〒880-0837 宮崎市村角町阿波2505

電話：0985-26-4128　FAX：0985-26-4345

E-Mail：hiraki@wp-sanko.co.jp

ＨＰ：http//www.wp-sanko.co.jp/

mobile：libra..1003@docomo.ne.jp

〒880-0841 宮崎市吉村町大町甲1968番地29

電話：0985-28-5326　FAX：0985-28-5326

趣味・・特にナシ。

特技・・誰とでも話ができる。

2002年　　　　入会　クラブ会報広報委員

2004年　　　　退会

2005年７月　　入会　社会奉仕・新世代委員

2006年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2007年７月　　幹事

2008年７月　　クラブ会報・広報委員長

2009年７月　　プログラム副委員長

2010年７月　　親睦委員長

2011年７月　　幹事

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　我が東クラブに入会でき、 会員の皆様と仲間になれて感謝いたしております。 私は、 長友年度

で入会し、 事情で退会し、 再入会致しました。 お陰さまで幹事職２度も経験致しました。 他のク

ラブの皆様とも仲良くなり東クラブで良かったと思っております。 小さいクラブですけど、 他の

クラブには無いアットホームな （家族） みたいな感覚があります。 会員の皆様のお陰です。

　ロータリーは、 私にとって会社の色んな事や、 経営理念の勉強の場として諸先輩の経営のお考

えや、 お知恵を頂いて居ります。 特に、 ９歳先輩の久寿米木会員とは、 仕事、 家族ぐるみのお付

き合いをさせてもらっております。 感謝、 感謝いたしています。

　今後の我がクラブの課題は山積していますが、 まず会員増強です。 常に各委員長が数年も続き

ますとやはり、 辛いときもありますので、 人数の確保が重要だと考えております。

　今後もクラブ発展の為、 微力ながらがんばります。 会員数40名目指し、 皆様と一緒にがんばる

所存です。

　これからも宜しくお願い致します。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

細木　章稔 昭和15年10月28日生

ロマン土地建物センター有限会社
〒889-1602 宮崎市清武町今泉甲78-1

電話：0985-85-5221　FAX：0985-85-7738

E-Mail：roman@nyc.odn.ne.jp

〒889-1602 宮崎市清武町今泉丙475-12

電話：0985-84-1034

ゴルフ、 旅行、 読書、 カラオケ

1997年６月　　入会

　　　７月　　親睦委員

1998年７月　　職業奉仕委員長

1999年７月　　副会長

2000年６月　　ポールハリス・フェロー

　　　７月　　米山奨学委員長

2001年７月　　米山奨学委員長

2002年７月　　米山奨学委員長

2003年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2004年７月　　副会長

2005年７月　　会長エレクト

2006年７月　　会長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

「絆」
　平成��年は、３月の東日本大震災により「絆」「絆」の言葉で日本列島は明け暮れた感じが致します。不幸中の幸いと言えば大変不謹慎
（語弊）が生じますが、日本国民は、この大災害により、戦後忘れかけていた「絆」の大切さを思い返す事が出来ました。
　又、世界中の人々が日本国民の「絆」の強さ、モラルの高さを知り、文化人としての高い評価を得る事も出来ました。
　「絆」の形も諸外国の国民性によって形体が異なるようであります。米国では「絆」は互いに「貸し借」で強く結ばれており、インドでは
「俺は、お前に今良い事をしたよね、神はこの事をお認められたよね」と親切にしてやった相手に証人の確認を取り付け、自分の来世で
の高い幸の地位を神にお願いすると言った未来思考形で「絆」が結ばれているようです。又、自己主義の徹底した中国では、己に「利」が
存在しない処には「絆」自体が存在しないと言われています。この様に、生活環境により「絆」の有り方が国々種々のようであります。
　日本人の「絆」は海洋に囲まれた孤立社会から生まれた連帯意識が重点に形成されているように思われます。又、その連帯感を円滑に
図る為に、その手助けとして宗教（特に仏教）の教えが大変深く係っているように思われます。
　日本の場合、「絆」の根底に「互いに相手を思う」やさしい愛の精神が存在し、謙虚な献身と、厚い感謝の心が互いにうまく交流してい
るように思われます。利害を超越した心の結びつきは「苦しみは共に分かち合い、共に幸になろう」とする形で連帯意識を強く強くして
いる」感がうかがわれます。これは日本独自の貴い「絆」の姿だと思います。しかし、日本のこの特有の「絆」が戦後人々の心から遠く忘れ
去られて来ていたのではないでしょうか。その機をチャンスに再度「大和」の「絆」を見なおしては如何でしょうか。
　さて、宮崎東ロータリーは、本年は創立��周年を迎えました。私は創立時ロータリーの意味も内容も分らず入会致しましたが、�0周年
には会長を仰せつけられ、記念行事を行い、又、色々なクラブの委員長を受けましたが皆様の力添えにより無事今日まで役割を果たし
て来ました上、出席率�00％といううれしい成績を続けてこられました。途中、退会しようかと何回も思いましたが、次の３点に気付い
た時からは退会の気持ちは薄らいで行きました。
　１. ロータリーは「信頼」のおける同志の会である
　２. 奉仕をする事により、日頃の自分の不覚の罪滅ぼしが出来る
　３. 人格昇上に自己研磨するだろう
以上３点を心の支えとして、毎日ロータリーバッチを胸に付け、己の戒めとしております。
　今では、ロータリーは奉仕の精神を理想として、ロータリアン同志が「信頼」と言う「絆」で結び合い、世界中に仲間が広がっていると
思うと「頼しく」「安心」と「誇り」を感じます。
　私は、旅行が唯一の楽しみで家内と特に海外に出掛けます。その時、持参する必要物の中に「ロータリアンの身分証明書」がはいって
います。（身分証明書は、裏面を同文を英文で書いてあるのを発行して欲しいです）海外で大変困った時は、体験上現地の警察に頼るよ
り現地のロータリアンを索してお願いする方がずーと安心できると内心思っているからです。
　スペインだったか、旅行先で見知らぬ外国人と会って、互いにロータリアンである事が分かった時、言葉は通じなくとも相手が「親指
を立て」「ウインク」をしてくれた時がありました。その時、本当にロータリアンの仲間意識を感じてうれしく思ったものです。
　我が宮崎東ロータリーは、�0数名の会員の少ないロータリーだけど、「小粒でも辛のきいた」「絆」の深い若い世代の活気のある良いク
ラブです。これからも互いに助け合い、「絆」の強い楽しいクラブとして、この先�0年、�0年と続けて行く事を願う次第です。

2007年３月　　米山功労（第３回）

　　　６月　　べネファクター

　　　７月　　雑誌・ロータリー情報委員長

2008年７月　　Ｒ財団・米山奨学

2009年３月　　ポールハリス・フェロー　マルチプル

　　　７月　　Ｒ財団・米山奨学

2010年７月　　出席委員長

2011年７月　　Ｒ財団・米山奨学

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

彌勒　　猛 昭和23年５月19日生

株式会社　ＵＭＫエージェンシー
〒880-0022 宮崎市大橋3丁目101-1

電話：0985-22-1122　FAX：0985-22-1128

E-Mail：miroku@umkag.co.jp

mobile：090-4983-1303

〒880-0055

電話：0985-27-9322　FAX：0985-27-9322

野菜作り

2010年８月　　入会

2011年７月　　国際奉仕委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　入会して約１年半、 ようやく 「ロータリークラブとはなんぞや」 という自らの問いに答えられ

るようになった気がします。 奉仕という言葉は口に出すのは簡単であるが実行となると個人的に

はなかなか難しい。 思いをひとつにする仲間がいて勇気をもらえた気がする。 世の中生きていく

には理不尽な事が多いけれど、 月曜お昼の少数精鋭の宮崎東の集まりは、 いつもすがすがしい気

持ちにさせてくれる。 感謝である。

　国際奉仕委員長として半年があっという間に過ぎてしまった。 ただやれた事と言えばゲスト卓

話の講師で招いた中国長春出身の姚洪亮さんが、 赤絵まつばら支援学校で、 二胡 （中国の民族楽

器） の演奏を披露してくれた事である。 子供たちが演奏終了後、 二胡に触ったときの笑顔は今も

忘れられない。 社会奉仕、 加藤委員長の慧眼に敬意を表したい。 世界は今、 政治も経済もこれま

での常識では測れないスピードで目まぐるしく変化している。 ロータリアンとして何をどう見つ

めていけばいいのか。 国際奉仕委員長として何がやれるのか、 いまだ答えはない。 しかしながら

ときおり口ずさめるようになった 「真実かどうか、 みんなに公平か・・・・」 に照らし合わせればい

いのではと思いをめぐらしている。 そして、 人生の師、 元高千穂高校剣道部吉本政美監督(故人） 

の言葉、 「人生には一歩前に進む勇気、 退いて我慢する勇気、 そして正義を実行する勇気が必要

である。」 を心に刻み、 上を向いて奉仕の道を歩いてゆければと思う。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

村川　保訓 昭和28年７月５日生

宮﨑紙工印刷株式会社
〒880-0921 宮崎市大字本郷南方4045番地４

電話：0985-56-2324　FAX：0985-56-5162

E-Mail：msp@m-shikou.net

ＨＰ：http://www.m-shikou.net/

mobile：murakawa@m-shikou.net

〒880-0023 宮崎市和知川原1-83-3

電話：0985-28-1738　FAX：0985-28-1738

野外活動、 ゴルフ、 テニス

1997年６月　　入会

　　　７月　　クラブ会報・広報委員長

1998年７月　　クラブ会報・広報委員長

1999年７月　　雑誌ロータリー情報

2000年７月　　クラブ会報・広報副委員長

2001年７月　　親睦委員長

2002年７月　　幹事

2003年７月　　副会長

2004年６月　　ポールハリス・フェロー

2005年７月　　会長

2006年７月　　雑誌・ロータリー情報委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　宮崎東ロータリークラブが創立したころは、 何をしたらよいのか、 どうしたらよいのかみんな

わからずに、 それでもいろいろな事をみんなで実行してきたように想う。

　ほかのクラブにはない、 東クラブだけの居心地のよい雰囲気があったように想う。

　しかしそれは、先輩クラブからすれば、 ロータリーらしからぬ振る舞いに映っていた事と想う。

　地区大会をはじめいろいろな行事に参加するたびに少しずつ学習して現在の東クラブができた

のではないだろうか。

　ホーム出席率�00％の会員が多いのも東クラブの特長であろう。 当時は平均年齢4�歳の若いク

ラブであったのが、 今は�8歳と年齢も高くなってきたが、 これからは若い会員が入会していつま

でも和気藹々と慣習にとらわれない楽しいクラブであり続けていくことを願う。

2008年７月　　クラブ会報・広報副委員長

2009年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

2010年７月　　職業奉仕委員長

2011年７月　　新世代奉仕委員長

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

森山　真也 昭和36年２月27日生

株式会社　ニューウェルシティ宮崎
〒880-0879 宮崎市宮崎駅東1丁目2-8

電話：0985-23-3311　FAX：0985-23-5823

E-mail: moriyama@nwc-miyazaki.co.jp

ＨＰ：http://www.nwc.miyazaki.co.jp

〒880-0814 宮崎市江平中町4-7-201

電話：090-9076-3648

自転車競技 （ロードレース）、 スキー、 ランニング

旅行、 鉄道

2010年４月　　入会

　　　７月　　親睦副委員長

2011年７月　　Ｓ・Ａ・Ａ

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　私は、 福岡生まれ福岡育ちで生粋の博多っ子です。　

　それがなぜ宮崎にいるかというと、宮崎厚生年金会館がホテルニューウェルシティ宮崎になる、 

いわゆる民営化の際、 その新オーナーである宮崎ガスから呼んでもらったからです。

　もともと宮崎は、 私の家内の郷であり、 �0年前結婚してからは、 年数回は必ず遊びにきており

まして、 福岡での仕事をすべて忘れ、 身体も心ものんびりと弛緩できる至福の時を過ごしていま

した。

　まさかその地が仕事の場所となるなど思いもよらないことでした。

　楽しい気持ちでのんびりと見ておりました自然や街の景色も、 現在、 仕事中にスーツを着て見

ると全く違って見えます。

　いろんな会合に出席して、 たくさんの知り合いが出来たとはいえ、 そのほとんどがホテルのお

客様でもあり、 緊張感をもってお会いしなければなりません。

　そんな中で唯一、 身内のような感覚で接していただけたのが、 宮崎東ロータリークラブのメン

バーの方々でした。

　奉仕活動という共通の目的を通じて、 メンバーは皆様、 上下なくフラットであるとの精神のも

と、 諸先輩方も気さくに、 温かく接していただき本当に気持ちが安らぎました。 感謝いたしてお

ります。

　まだ、 ロータリークラブについて学ぶべきことは多々ありますが、 これからも楽しく例会に出

席し、 ひとつずつ勉強させていただき、 それらが奉仕につながればこの上ない喜びです。

　これからもどうぞよろしくお願いいたします。

会員紹介
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氏　名

勤務先

自　宅

趣味･特技

山口　登幸 昭和43年７月31日生

株式会社　美登タクシー
〒880-0930 宮崎市花山手東１丁目21番地１

電話：0985-54-5517　FAX：0985-54-5516

〒880-0951 宮崎市大塚町水流5163-1 第二大塚ビル

電話：090-3463-8323

野球、 海（潜り）

2010年７月　　入会　親睦委員

2011年７月　　出席委員長

■ロータリー歴

ロータリーについて、 今思うこと　　雑感など

　私が東ロータリークラブに入会した事について記録として残る様に今書き留めます。

　私はそもそもロータリークラブの存在すら知らず、 ある日突然高校の時の友人から連絡があり、

今から会えないかと言われ、 私の会社でその友人と会う事となりました。 話しを聞いてみると、

ロータリークラブの事でした。 最初は戸惑いました。 そもそも、 私は今まで個人として、 又、 会

社としてもこういった会合に入ってなく、 初めての事だったから、 自由が効かなくなるだろうし、

会社も忙しい、 自分には、 とても無理だと思っていました。

　しかし、 友人と会話していく中で、 少し興味がわき、 東ロータリークラブに入会する事となり

ました。 その友人とは、 平木泰英会員です。 入会した後、 私の父に話した所、 父も別の所のクラ

ブに誘われており、 何故一言、 言わなかったのかと言われましたが、 今では、 クラブのメンバー

の話をすると喜んでおります。 本当に東ロータリークラブに入会できて、 良かったです。

　私は現在、 入会して１年半位ですが、 まだまだロータリークラブの事を何も解っておらず、 た

だメンバーの皆さんに迷惑をかけない様、 例会のある日には、 人より早く行って、 準備をしたり

今の自分に出来る役割を果たせる様、 精一杯、 努力していく次第です。

会員紹介
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≪報告≫

　畠中親睦委員長を中心に、司会担当のＳＡＡ森山、 

記念誌・広報佐藤の３人で昨年より �� 周年記念新

年会の実行プロジェクトを年度頭初から立ち上げ、

機会あるたびに打ち合わせを重ね、企画から準備ま

でをしてきました。

　我らが目論みは、�� 周年という記念式典という部

分を開会、会長挨拶から歴代会長表彰、全会員への

�� 周年記念品の授与までを厳かにかつセレモニーと

して厳粛に行い、そのあとは、打って変わってアカ

ペラコンサート、大道芸、マジック、ビンゴ、オー

クションと最後まで間延びせずに間髪いれず飽きさ

せずに、ずっと皆さんを絶えず最後まで楽しませる

という計画です。

　６時半から９時までの２時間半をあっという間に

楽しく、子供さんたちにも飽きさせずに新年会を過

ごしていただこうと企画して望みました。

　定刻の６時半。遅刻者は予想していたものの肝心

の乾杯の副会長、歴代会長

は誰も来ていません。 担

当者、当時者がいないので、

さすがの百戦錬磨の森山さ

んも泡食っています。急遽、

セレモニーを後に、乾杯は

都原さんでと、組み直して

スタートしました。なんせ、

2012年１月16日 （月）

於：ニューウェルシティ宮崎

記念式典・祝賀会・新年会・家族懇親会

９時まで分刻みのスケ

ジュールですから。

　会長挨拶中に、副会

長、�0 代会長が到着。

ここでまた元に戻して

やることにしました。

そんな時、長友会長が

「 東は、いつもこんな

もんだからと。」云わ

れ、それを聞いた我々

スタッフ一同何とか気

を鎮めることができま

した。

　プレゼンティターを石丸さんにお願いし、また会

員代表として授与もしていただきました。

　そして副会長による乾杯、なにか入籍がうんぬん

と言われていたようですが、私も森山さんも宮銀さ

んや大道芸人の登場の時間の再変更の話で全く耳に

はいっていません。

　やっと、しばしの歓談、食事になり仕切り直しで

す。

　予定通りの７時ジャストでスタートの「宮崎銀

行さんＭｕｓｅ」の５人によるアカペラコンサー

トが始まりました。ようやく少し落ち着きを取り戻

すことができました。さすがに、生で聞く音は素晴

らしい。テレビの宮銀のＣＭがすぐそこから流れ

創立15周年記念事業
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てきます。万

人 に 受 け る

コンサートで

した。無料で

呼んでいただ

いた弥勒会員

の力です。た

だでいいと言

われたのです

が、レストラ

ンでのお食事

と御礼を会長から手渡していただきました。

　すぐ、間髪いれずに、「ファーマー

ユージー」のステージの始まりです。

おとぼけ大道芸人が大人を子供さん

たちをだんだんと引き付けていきま

す。

　お手玉あり、トランプあり、風船

芸あり、ナイフ投げあり、小爆笑トー

クありのアッという間の �0 分のス

テージでした。ここで、もう１時間

�0 分経過しています。

　その時々にたくさん美味しい料理が、次々と登

場しています。そして温かいものやパスタ、スィー

ツなどが新年会を盛り上げてくれます。焼酎飲みの

会員もお酒もどんどん進んでいるようです。これも、

最初は立食バイキングを予定していたんですが、土

壇場でテーブルごとのオードブル形式に変更。お子

様には、別メニューのディシュも用意しました。

　次は、ビンゴ大会。今回は委員長の想いで特別良

い景品を用意しました。

　目玉は、お風呂でもどこでも見ることができる

ポータブルテレビ。私もいつも欲しいと思っている

商品です。他には、体脂肪計、シェイバー、ストレー

トパーマカラー、などの美容製品や電気あんかなど

の様々な欲しいグッズが並びます。一番の目玉のテ

レビは会員以外に当ててもらおうと決めました。 

新年会の景品はいいものが多いという評判になるよ

う、今後伝統にしていき、多くのご家族方にも賞品

目当てにも出席していただきたいと思います。

　最後は、オークション大会。司会は畠中委員長、

サポート森山、佐藤です。

　今回は、みなさんの意識も高く、品物も盛りだく

さん、またいい品物がたくさん集まりました。ここ

では、第 �� 代会長が一番だったでしょう。姪子さ

んの欲しいものも落札するし、ご自分の持ってきた

名酒２本とも私が安く落そうとすると、ご自分で高

値でオークションされたのには、びっくりでした。 

お仕事柄、入札慣れされているのでしょうか？　細

木さんも、ほとんどのお酒を独り買い占め。いつも

余り飲まれないのに不思議です。いつもすぐ売れる

新鮮な日向夏、いちごもたくさんでています。総額

でスマイル、約６万円ぐらい集まりました。記念誌

発刊の費用にも使わせていただきます。今回は、参

加者全員にＪＡ青森の巨大りんごも用意していただ

きました。皆さん、両手にたくさんの景品で一杯で

す。「恐るべし、 黒木青果」

　最後に、会長エレクト中村さんに締めていただき

ました。

　そして、皆さんで集合の記念写真を撮り、お開き

となりました。

　ニューウェルシティー宮崎の関係各位の皆様、ご

出演いただいた皆様、またお越しいただいたご家族

のみなさん、誠に有難うございました。

　�� 周年記念という節目が無事、滞りなく過ごすこ

とができました。

　これから、宮崎東ロータリークラブの会員皆様と

未来に向けて歩き出していくための新年会でもあり

ました。
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式 次 第　　　司会進行ＳＡＡ　　森山　真也

１、 開会の辞

２、 会長挨拶

　　  第��代会長　　長友　廣志

３、 米山奨学金授与

　　　グェン・ミン・チー

４、 セレモニー　歴代会長表彰及び記念品授与

　　　第�0代　　　　細木　章稔（代表謝辞）

　　　第��代　　　　中川　彰伸

　　　第��代　　　　柿塚　邦彦

　　　第��代　　　　加藤　好彦

　　　第�4代　　　　上村健太郎

５、 乾杯

　　  第��代副会長　久寿米木和夫

６、 アトラクション

　　 ・ ミニコンサート　Ｍｕｓｅ

　　 ・ 大道芸・マジックショー

　　　　　　　　　　　ファーマーユージー

　　 ・ ミニゲーム

　　　　森山　真也

　　 ・ ビンゴゲーム

　　　　佐藤・森山・畠中

７、 オークション大会

　　　畠中・森山

８、 閉会の辞

　　　会長エレクト　中村健一郎

９、 記念撮影　（集合写真）

【ミニコンサート】

　Ｍｕｓｅ

　�998年　宮崎銀行の歌好きメンバーが集まって

　　　　　アカペラグループを結成

　�004年　テレビコマーシャルの出演をきっかけに、 

　　　　　Ｍｕｓｅとして再結成。

　　以来テレビ、 コマーシャルの反響を受けて県内の

　　イベントに多数出演。

　�0�0年　待望のファーストアルバム

　　　　　「Ｍｕｓｅいっく ＢＯＸ」 が完成

　　　　　メンバー全員が現役の宮崎銀行員。

【大道芸・マジックショー】

　ファーマーユージー
　　農家＆大道芸人 　(湯地　武憲　氏)

　メインでマンゴーを栽培しつつ、 ただ今ライチも

育成中。

　学生時代にハマった熱帯果樹で美味かったから、 

多くの人に食べてほしいという理由でマンゴー作り

を始めた訳ですが、 やっぱり農業はイイもんです。 

親と兄貴はメインでトマト栽培しながら、 他の野菜

も少しながら作っております。 オフシーズンには耕

す大道芸人「ふぁーまー ・ ゆーじ」 として大道芸で

楽しませつつ、 農の魅力を語っています。 また若手

農業者の団体である宮崎県ＳＡＰ会議連合の一員と

して、 宮崎から農業を発信しています。
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　開会式、 記念写真、 長友会長による始球式のあとスタートしていきました。

　１組　畠中　和広、 濱田　国雄、 山口　登幸、 永吉　幸広 （若手グループ）

　２組　長友　廣志、 彌勒　　猛、 佐藤　孝哲、 首藤　順子 （和気藹々グループ）

　３組　都原　清次、 上村健太郎、 加藤　好孝　　　　　　 （重鎮・歴代会長グループ）

　以下、 コンペの結果です。

記念ゴルフコンペ

2011年12月８日 （木）　於：ＵＭＫカントリークラブ

天候 ： 雨 (最悪）

優　勝　　　　　　　　　　　加藤　好孝

準優勝　　　　　　　　　　　長友　廣志

３　位　　　　　　　　　　　上村健太郎

５　位 （��周年記念賞で５位） 永吉　幸広

７　位 （ラッキーセブン賞） 　佐藤　孝哲

ブービー賞　　　　　　　　　濱田　国雄

敢闘賞　　　　　　　　　　　首藤　順子

ＢＧ-オルダー賞 （Netスコアから年齢差が最少） 

　　　　　　　　　　　　　　都原　清次

��打賞 （��周年記念・１ホールで��打叩いたで賞） 

　　　　　　　　　　　　　　首藤　順子

ドラゴン賞　№１ホール　畠中　和広

　　　　　　№８ホール　都原　清次

　　　　　　№�0ホール　山口　登幸

　　　　　　№�8ホール　山口　登幸

ニアピン賞　№２ホール　該当者なし（誰もノラズ）

　　　　　　№７ホール　永吉　幸広

　　　　　　№��ホール　長友　廣志

　　　　　　№�6ホール　濱田　国雄

創立15周年記念事業
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　平成��年��月５日（月）　毎年恒例になっておりま

す当クラブと県立赤江まつばら支援学校との交流会

を開催いたしました。

　全会員、 正午に集合し、 ��時より学校の多目的

ホールにて行われました。

　まず、 長友会長が挨拶をされた後、 生徒代表に図

書、 ＤＶＤの寄贈、 そして目録を授与されました。

　次に、 生徒代表が謝辞を述べられ、 引き続き演奏

会、 交流会に移りました。

 

　本年は、 前年生徒さんに好評だったフルート演奏

とピアノのコンサートのように２回目の演奏会をコ

ンサート形式で行いました。

　この形式だと、 普段は教室からほとんど出られな

いベットに寝たままの生徒さんもこの交流会に参加

できます。

　今年は中国の伝統楽器二胡、 たった２本の弦だけ

で様々な音を醸し出す二胡ひとつだけを使った独

奏の演奏会です。 二胡とは、 昔中国の遊牧民の方た

ちが持ち運んで演奏されていた楽器だそうです。 そ

ういえば、 小型で持ち運びも簡単にできると思いま

す。 でも、 このたった二本の弦だけで様々な音、 優

しい、 澄んだ音色がでるのでとても不思議な楽器だ

と思います。

　演者は、 中国出身の姚洪亮女史、 現在は帰化され

宮崎市在住です。

　実は、 弥勒国際奉仕委員長が私達の�0月の例会の

外部講師として彼女を招聘したのがご縁です。

　 「宮崎とここが違うよ！　中国の文化と風習」 と

いう演題でご講演いただきました。 その時に判明し

県立赤江まつばら支援学校との交流会

たことですが、 彼女はなんと以前、 米山奨学生だっ

たそうでもちろんロータリークラブを私以上に理解

されています。

　それで、 この交流会をただの演奏会としてとらえ

られているのでなくロータリーとしての社会奉仕事

業としてとらえてとても理解されているとても心強

い演者なのです。 

　まず、 簡単にご自分が中国人であるという自己紹

介をされた後、 早速演奏されていかれました。

　一曲目　　太湖船 （中国の歌、なんか聞き覚えの

ある

　　　　　　曲です）

　二曲目　　浜千鳥

　三曲目　　ふるさと（故郷）

の計三曲をゆっくりと演奏されました。

　あまりにも、 優しい澄み切った音色に生徒さんか

らの感謝の拍手ばかりでなく、 アンコールの拍手も

鳴りやみません。

　その拍手に答え、 次に 「少年時代」 をアンコール

曲として演奏されました。

　間奏のあいだに詩を中国語で朗読もされ、 中国語

も生徒さんに披露されました。

　演奏会終了後、 姚さんは生徒さんに 「二胡をさわ

りたい人？」 と尋ねられると、 ほんどの生徒さんの

手が挙がりました。 順番に生徒さんの輪に入って行

かれ触らせたり、 弾かせたり、 話かけられたりと大

人気でした。

　案の定、 私達の計画以上に大いに盛り上がり大成

継  続  事  業

（平成23年度　事業報告）
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平成23年12月６日（火）　宮崎日日新聞掲載

功裡に幕をひくことができました。

　私達にしても生徒さんの笑み一杯のお顔と先生方

のにこやかなお顔に接することができ、 幸せでし

た。

　私は、 なかでもベットに寝たままの生徒さんが二

胡を触りだすと、 左右に動かして弾いたりするうち

にいろいろな綺麗な音がどんどんでるようになりま

した。

　（実は、姚女史が上手く二胡を動かされていたから

です。）

　その生徒さんがその間は付き添いの先生から喉、 

鼻の吸引もされることなく、 長い間なかなか手を弦

から離されないのがとても印象的でした。

　また、 来年もあちらの学校の行事やご都合と照ら

し合わせながら、 さらなる交流会を続けていきたい

と思います。

　図書室には、 宮崎東ロータリークラブ文庫があり

ます。 有り難いことです。

　また、 赤江まつばら支援学校の入学式、 卒業式、 

運動会、 文化祭などにはいつも我がクラブをご招待

していただいています。

　参加した会員はみな涙涙でとても感激され、 逆に

こちらが大きな元気をいただいたと例会で報告され

ます。

　ロータリーに入会してこの事業が一番良いという

会員も多いです。

県立赤江まつばら支援学校との交流記録

実　施　日 内　　容 実　施　日 内　　容

�999年９月��日 図書贈呈・花苗木贈呈 �006年�0月�6日 図書贈呈

�000年９月��日 図書贈呈 �007年�0月１日 図書贈呈

�00�年�0月１日 図書贈呈 �008年�0月�0日 図書贈呈

�00�年�0月�8日 図書贈呈 �009年�0月�9日 図書贈呈

�00�年��月�7日 図書贈呈 �0�0年９月��日 図書贈呈・音楽会

�004年��月��日 図書贈呈・ＤＶＤ音楽設備一式設置 �0��年��月５日 図書贈呈・音楽会

�00�年�0月�4日 図書・映画ビデオ贈呈
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平成23年11月13日（日）　宮崎日日新聞掲載

2011～2012年度　職業奉仕賞 （ひまわり賞） 受賞者

これまでのひまわり賞　受賞者一覧
受　賞　日 受　　　賞　　　者

�998.�0.�6 （Ｈ�0） フェニックス動物園　飼育係　赤海亀研究クラブ　代表 出　口　智　久

�999.�0.４ （Ｈ��） 宮崎刑務所　篤志面接委員会　会長 島　井　政　美
（�006.�.�0ご逝去）

�000.�0.２ （Ｈ��） 有限会社　クリエイト・アイ 山　口　雅　博

�00�.６.�4 （Ｈ�4） 宮崎県　保護司 曽　根　敏　陽

�00�.��.�8 （Ｈ�4） オール九州　サーフユニオン　理事長 上　原　文　廣

�004.６.�� （Ｈ�6） 石井十次記念友愛社　理事長 児　島　草次郎

�004.�0.�6 （Ｈ�6） 面 （おもて） 工房 本　井　繁　意

�00�.��.７ （Ｈ�7） ガールスカウト 進　藤　紀　子

�007.４.�8 （Ｈ�9）  農業及び不動産貸家業 村　田　實　憲

�007.�0.�� （Ｈ�9） 特定非営利活動法人　ゆめ家族　理事長 吉　村　照　代

�008.�0.�7 （Ｈ�0） （財）宮崎市体育協会　事務局長 八反田　耕　二

�009.�0.�6 （Ｈ��） ホームホスピス宮崎 市　原　美　保

�0�0.��.６ （Ｈ��） 宮崎市健康づくり推進員・障害者スポーツ指導員 上　沖　京　子

�0��.�0.�� （Ｈ��） 株式会社　文宣　取締役常任相談役 伊　野　啓三郎

継  続  事  業

「ひまわり賞」 贈呈規定

第１条　目　　　的
本規定は、 ロータリーの 「奉仕の理想」 を長年色々な形で有
為な社会活動を具現化されているにも係らず、 日の目を見る
事もなく活躍されている個人、 法人、 及び団体を対象に贈る 
『賞』 である。

第２条　対　象　者
被表彰者は、 職業奉仕委員会が主体となり、 毎年当クラブ会
員によって推薦されたものを、 １名、 又は、 １団体とする。

第３条　推 薦 期 間
会員は、 被表彰者推薦を職業奉仕委員会に、 毎年８月末日迄
に受賞候補者を宮崎県内のなかから推薦するものとする。

第４条　選　　　考
理事、 役員会は、 前項にしたがって推薦された候補者のなか
から、 この賞の趣旨に沿った受賞者を決定するものとする。 
なお選考に際し、 会員外の学識経験者などの意見を参考にす
ることができる。

第５条　時　　　期
 『ひまわり賞』 贈呈式は、 毎年�0月の職業奉仕月間の例会に
おいて行うものである。

第６条　内　　　容
被表彰者には、 表彰状または、 賞牌、 並びに賞金を贈呈する
ものとする。

第７条　改　　　正
本規定の変更は、 理事会で決定する。



　会員の皆様のご協力により 「宮崎東ロータリークラブ��周年記念誌」 が発行できますこと

心から感謝申し上げます。 記念式典、 記念事業の企画、 運営を担当された会員の皆さん本当

にご苦労様でした。

　�0周年の記念誌を作成するときに、 資料の整理や、 写真の収集で、 かなり苦労をしたこと

が思い出され、 今回の��周年である程度まとめておくと、 次の�0周年の時には楽になるので

はと、 発刊間近まで色々と編集委員をはじめ、 会員、 事務局の方に苦労を掛けてしまいまし

た。 今回の記念誌の内容は、 「内輪のもの、 外部に配るものではない会員間の名簿の機能も

持たせ、 フレンドシップの一環、 新入会員の入会時に配布する。」 をコンセプトに作成しま

した。 これからのロータリー活動をしていくときに、 振り返ってこの��周年記念誌が、 会員

の皆様にとって少しでも役立つことを願っています。

　最後に�0周年から、 ��周年の５年間に退会された会員に対して、 いつかまた宮崎東ロータ

リークラブに戻られることを願ってあとがきに替えます。

あとがき　編集を終えて

宮崎東ロータリークラブ　創立15周年史

発行責任者

事　務　局

印　　　刷

会　長　　長 友　廣 志

〒880-0804

　宮崎市宮田町�0番��号

　　　　　宮田町ビル内

宮﨑紙工印刷株式会社
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