
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間             会長 岡島達雄君 

年次総会とクラブ協議会 

今日は、クラブ年次総会

と協議会が予定されていま

す。どちらもクラブにとっ

て重要な会です。年次総会

は、次期の理事・役員を選

出する会であります。 

協議会は当年度の各委員会の目標と進行状況を確認

して、あと半年で何をどのように進めるかを協議する

のが第１の目的ですが、クラブの情報研修と会員の奉

仕活動への関心を喚起することも目的の一つだとされ

ています。 

先週の理事会で会長ノミニー候補者として図師義孝

君が選出されました。次期中武会長の次の会長です。

よろしくお願いします。 

昨日中部分区の会長・幹事会が宮崎でありました。

今回は忘年会もかねて日頃お世話になっている事務職

員も一緒ということで財津さんと３人で行ってきまし

た。奄美の水害見舞金が地区で２９００万円に達した

ということで、近々公開の場で贈呈式を行うというこ

とです。わがクラブでは全会員にご協力いただきあり

がとうございました。 

明日１２月１０は、赤い羽根共同街頭募金への協力

が予定されています。ご参加の会員の方お寒い中ごく

ろうさまです。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今年も元会員の大笑事さんから、歳末助け合い運動への

ご協力金が届きました。ありがたいことと思います。 

 

■幹事報告              幹事 武末喜久治君 

＊伊藤ガバナーより地区広報事 

業についてご協力のお願い 

１広報イベント料会員 500円 

２協賛企業の紹介１口５万円 

＊佐土原 RC 12/22→12/24 

年度末懇親会 18：30～松風軒 

＊都城 RC 12/24年末家族会 18：00～メインホテル 

＊都城北 RC 12/21 年末家族会 18：30～都城ロイヤル 

      12/28 特別休会 

＊都城西RC 12/22 年末家族会18：30～ 中山荘 

      12/29 特別休会 

 

■年次総会             会長エレクト 

                                中武泰一郎君 

2011－2012年度役員  

会長    中武泰一郎 

会長エレクト 図師義孝 

  幹事    藤本範行 

  SAA     桑野倫夫 

  会計    鍋倉春代 

直前会長  岡島達雄 

 2011－2012年度理事 

   井上博功  黒木敏之  図師義孝  

岩切 洋  武末喜久治 

第 1675 回 平成 22 年 12 月 16 日プログラム 
２７３０地区ガバナー   伊藤 学而 

中部分区ガバナー補佐   岩切  昇 

2730地区テーマ 

  クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう 

高鍋ロータリークラブテーマ 

  品位のある楽しいクラブを実現し、社会の要求に 

こたえよう 

12 月の月間テーマ 

家族月間 

 次回の例会案内； 1月6 日（木）1676回例会 

・月初めのセレモニー   ・米山BOX  

・内部卓話（井上君・向山君）  ・終了後理事会 

 

第 1674 回 例会内容 

１． 点  鐘         

２．ロータリーソング   

  我らの生業 

３．ビジター・ゲスト紹介  

４．会長の時間     

５．幹事報告      

６．出席報告       

７．BOX披露 

８．各委員会報告 

９． クラブ協議会Ⅱ 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

本日の例会内容 

・クラブ協議会（半期報告）後半 

・100万ドルBOX 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



◆出席報告      出席委員長 図師義孝君 

  出席状況 

会  員  数 40名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 92.50％ 

前々回の修正出席率 92.50％ 

 

◆ＢＯＸ披露     親睦活動委員会 宮元武次君 

＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞ 

松村悟郎君 誕生日のお祝いありがとう。いつも出席 

できなくてすみません。 

河野 修君 結婚記念祝いありがとうございました。 

藤本範行君 前回、64才の誕生日を祝って下さいまし 

てありがとうございました。 

 

◆クラブ協議会（半期報告）   

○ＳＡＡ       正ＳＡＡ  井上博功君 

副 SAA 石井秀隣君、向山健一君、山口順一君 

 会長方針である「規律と品位のある楽しい例会」を

基に、刺激ある楽しい例会になるよう、またマンネリ

化しないよう、瞑想の時間や、握手会を計画していま

すがまだ実施していません。後期で実践してみたいと

思います。また、会場の設営もマンネリ化しないよう

に配置を変えたり、雰囲気を変えたり変化をつけるよ

うに努力してみました。特に今年はプロジェクターを

会員のみなさんに気軽に利用していただけるよう例会

に常設してみました。利用しないときはロータリーの

ホームページを紹介しています。ビジターへの接遇も

親しみをもって、楽しく行い再来を即すよう考えてい

ます。また、ウェルカムランチを取り入れてみました

が、ようやく定着したように思いますがいかがでしょ

うか。残り半期も、楽しい例会作りに励みます。 

 

○会計         正会計  木村貞夫君 

 副の岩下盛朗君と二人で頑張っております。年初の

計画で発表したとおり会員 42 名で計画したところで

すが現在 40 名です。あと 2 名の増強がされませんと

予算どおりに進みません。増強委員長はじめ会員全員

で残りの半期を是非増強にご努力をお願いします。 

 

○クラブ奉仕委員会   委員長 中武泰一郎君 

   副委員長 平山英俊君  委員 福本幸良君 

年度当初に、例会の充実・出席率の向上・ホームペ

ージの充実等５つの活動目標を掲げてスタート致しま

した。クラブ奉仕委員会としての８委員会を束ねての

活動はありませんが、それぞれの委員会が、委員長を

中心に実りある活動をしていただいており感謝いたし

ております。特に、情報委員会の夜間大学、親睦委員

会の工夫した演出の親睦会、広報委員会の会員参加の

ホームページの充実。出席委員会も出席向上に尽力い

ただき、高い数字を維持しております。 

残りの半期も、各委員会のご協力をいただきながら

活動していきたいと思っております。宜しくお願いい

たします。 

○会員増強・分類委員会   委員長 黒木敏之君 

 副委員長に松尾正博君。本年度は会員数 40 名でスター

トしました。新年度早々に杉尾義秀君の入会があり、会員

増に大きな期待が寄せられたのですが、口蹄疫災害もあり、

増強活動も出遅れてしまったのが現状です。左逹香都理君

の退会もあり会員数は40名のままであります。 

後期は当初の目標通り10名増強を目指して頑張ります。 

皆様方のご協力をお願いします。 

 

○会員増強委員会      委員長 茂木 晃君 

     副委員長 岩村文夫君  委員 川畑博文君 

 この半期に新入会員1人の選考を活動計画に照らして充

分に行いました。残る半期に更に被推薦者が増えることを

期待します。新入会員と推薦は会員の義務です。 

 

○会報委員会       委員長 佐々木九州男君 

 副委員長に杉尾義秀君。委員長の左逹さんが退会された

ため後を引き継ぎました。ほとんどの仕事に事務局の財津

さんに抱っこにおんぶで全てお願いしております。 

 昨年までの紙面4面が今年から2面に変更になりました

ので窮屈な会報になりました。 

 

○出席委員会        委員長 図師義孝君 

向山君、福本君の3名で活動方針・計画に沿って例会に

出席できる喜びを共感できるような意識の改革に努めて参

りました。前期の平均出席率が 5 ｹ月 93％です。今後とも

宜しくお願いします。ある先輩会員が病院から出席された

事もあって、出席する事の意識に感銘しました。 

 色々教えて頂きます。ありがとうございます。 

 

○親睦活動委員会      委員長 橋口清和君 

副委員長  鍋倉春代君  委員 長濱博君・宮元武次君 

       河野浩二君・長谷川修身君・杉尾義秀君 

半期の活動として新年度親睦会と観月会と、２つの柱を

開催させていただきました。 

新年度親睦会では、とみくじ等、初の試のプログラムを

皆様のあたたかいご支援で出来ました。 

観月会では、高鍋大師という高鍋ならではの会場で、岩

岡様の協力を頂き、川柳大会など開催でき、一人一人から

発表をしていただくなど、会員全員が、ひとつになった楽

しいひとときを過ごせたのではないかと確信しています。 

又、各行事を遂行するために数多くの委員会を開催し、

委員会毎の親睦も深められたと、確信しています。 

後期も２つの親睦会を予定しています。会員の親睦がす

すみ魅力あるクラブになれるよう努力して参ります。 

 

◆1月の例会案内 

1月 6日 （第 1676回）米山ランチ BOX、 

月初めのセレモニー、 

会員卓話（井上君・向山君）、終了後理事会 

1月 13日（第 1677回）夜間例会＆新年会 

1月 20日（第 1678回）血圧測定・100万ドルBOX 

会員卓話（岩下君・島子君）・プログラム委員会 

1月 27日（第 1679回）夜間例会＆情報集会 


