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第782回例会

平成26年10月9日(木)19：30～（溝口年度 第13号）

＊１１月理事会日程＊
山下君 ・ 福留君
11月6日（木）19：30～ 市坪君自宅にて 担当：市坪くん
担当：管理運営
《10月例会変更のお知らせ》
◆ロータリーソング ・我等の生業・四つのテスト唱和 【鹿屋西RC】
10/13（月）祝日につき休会
◆会務報告
☆ハンドル献金のお願い
10/20（月）特別休会
☆「世界寺子屋運動講演会 現地アフガニスタン
【串良RC】
カンボジアからの報告」の開催について
10/13（月）祝日につき休会
☆「鹿児島県の国際交流・協力団体ダイレクトリー」 10/20（月）→18日（土）
11：30～ 鹿屋市文化会館
の原稿作成について・・・回答期限10/21（火）
【志布志みなとRC】
の原稿作成について
10/22（水）→職場訪問の為
12：30～ 東洋埠頭
☆ガバナー事務所連絡会議開催のご案内
☆第３７回 ＲＹＬＡ開催のご案内※裏面をご覧下さい 【鹿屋RC】
☆特別支援教育講演会のご案内
10/22（水）→18（土） 11：00 鹿屋市文化会館
【かのや東RC】
◆理事会報告
1.9月末会計報告 ・・・承認
10/16（木）職場訪問の為 12：30～ ダマスクの風
11：15～ 鹿屋市文化会館
2.プログラム確認
10/23（木）→18（土）
10/17（金） 地区大ゴルフ大会 例会 7：30～
【きもつきRC】
10/18（土） 地区大会参加
例会 11：45～
10/16(木）→18日（土） 11：30～ 鹿屋市文化会館
10/30（木） 国際交流→ｸﾗﾌﾞ協議会へﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ変更 10/23（木）→19日（日）9：00～鹿児島銀行高山支店 ２F
「やぶさめ祭り献血運動・骨髄バンク支援活動」の実施
11/6 （木） 青少年との野外活動
11/13（木） Ｒ財団について
【次週例会のご案内】
大丸小学校にて
11/20（木） 環境美化
＊例会＊
日程調整中です
11/27（木） クラブ協議会
10月17日（金） 7：30～ 大隅カントリークラブにて
3.その他
プログラム「地区大会記念ゴルフ大会」 担当：会長
・地区大ゴルフ大会 17日（金）大隅カントリークラブ
7：00集合・・・・ゴルフ参加者
『輝』サポーターベスト
※『輝』ｻﾎﾟｰﾀｰのﾍﾞｽﾄをご持参・ご着用下さい
7：30前集合・・受付7：30～
をご持参下さい
7：00集合・・・ゴルフ参加者
15：00前集合・・表彰式15：00頃～
7：30までに集合・・受付担当者及び朝来れる方
18：00～焼肉しろやまにて ※皆さんご参加下さい！
15：00までに集合・・午後から来れる方（表彰式）
＊例会＊
18：00頃～ 「お疲れさん会」焼肉しろやまにて
10月18日（土） 11：45～ 鹿屋市文化会館にて
（昼間都合がつかない方もご参加下さい！18時以降何時でも結構です）
プログラム「地区大会参加」 担当：会長
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地区大会会議タイムスケジュール
18 日(土)鹿屋市文化会館
Ｇ補佐・部門長・ｸﾗﾌﾞ会長・幹事合同協議会
9：30～ 受付
10:00

開会

11：10

閉会

17：00

閉会

12：00

閉会

第 1 本会議

１０月４日(土) 例会１９：００～
野方公民分館グラウンドにて

11:45～

受付・例会

12:30～

開会

第 2 本会議
8：30～

受付

9：00～

開会

フェローシップ委員長 豊住 雄二
10 月 17 日(金)～19 日(日)地区大会会議以外の催し

平成２６年１０月４日（土）野方公民分館の主催に
よります「第３２回野方ふれあいふるさと祭り」に参
加いたしました。
当日は、台風１８号が近づいており開催が危ぶまれ
ましたが、予定通り開催され楽しいひと時を過ごすこ
とができました。
まつりの内容は、野方地区内のパレードに始まり、
小学生からおじいちゃん・おばあちゃんによります
「野方音頭」。小学生によります「演奏」、野方保育
所のちびっ子たちによる「お遊戯」、そして各種「演
芸」が催されました。さらに「特等：さんふらわあペ
ア往復券」等が当たる大抽選会も開催され、まつりも
最高潮に達しました。最後に秋の夜空に「大輪の花火」
を見て「野方ふれあいふるさと祭り」は無事終了いた
しました。
グラウンドは一杯の人で賑わっており、野方地区の
皆さんの一体感を感じたまつりでした。

登録者は下記の通りです。ご確認下さいませ。(敬称略)
17 日(金)
大隅カントリークラブ

7：00 集合 7：30～例会
30～例会

ゴルフプレー：上村・楠田・白山・久徳（博）・平野
溝口・川崎・今福

8名

ティヌカーラＫＡＮＯＹＡ 18:00～
18:00～
晩 餐

会 ：久徳（博）・市坪・溝口

3名

18 日(土)
ホテルさつき苑
懇 親

18:20～
18:20～

会 ：久徳（博）・市坪・今福・上村・溝口
平野

6名

19 日(日)
ホテルさつき苑

12:30～
12:30～

ﾌｪｱｳｪﾙﾊﾟｰﾃｨｰ：久徳（博）

1名

国際ロータリー第 2730 地区 2014～
～2015 年度
第 37 回鹿児島県東部・中部分区青少年指導者養成研修会
（RYLA）開催のご案内
）開催のご案内
日 時

11 月 15 日(土) 12：30～13：00 登録受付
11 月 16 日(日) 11：30 まで

場 所

国立大隅青少年自然の家
鹿屋市花里町赤崩（TEL0994-46-2222）

参加者 クラブから推薦され、宿泊できる鹿児島県中部・
東部分区内の青年男女(18～30 歳迄)及びロータ
ーアクトまたロータリアンの皆様も、多数の参加
をお願いします
参加費 研修生…無料
ロータリアン…1,000 円
内 容 研修 1．講 演
研修 2．ＡＥＤ取扱い講習
※ 事務局へ 10 月 19 日（日）までにお申込み下さい！
多数のご参加お待ちしております！

