
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間             会長 岡島達雄君 

 クラブ創立と私 

今日はゲストとして青木

善明様をお迎えしておりま

す。今日の印象が良ければ

ご入会いただけると聞いて

おります。またゲストとし

て当クラブをご指導いただいております岩切昇ガバナー

補佐にお越しいただいています。 

今年はニューオリンズでしたが、桑野年度の国際大会

は、カナダ・モントリオールで開催されました。わたし

がモントリオールを訪ねたのは、第21回オリンピック大

会が終わった直後。どうしても会場を見たいという気持

ちが強かったのです。というのも競技場の一つが未完成

のまま大会が始まったのです。鉄筋は組み上がったが一

部のコンクリートが打ち込めない、という未完成建築物

です。原因は大会開催費用がまかなえず大赤字となった

ので競技に支障のない設備は作れない、ということだっ

たと思います。この大会は政治的なこととも重なり不参

加国が続出するなどの理由もありました。オリンピック

がアマチュアリズムからコマーシャリズムになるきっか

けの一つとなった大会であったといわれています。 

そのあと国際会議のため米国ボストンに渡りました。 

ここでも奇妙なものを見ました。ボストン・ヒルトン 

の会場に隣接するジョン・ハンコック（生保会社）セン 

ターの窓のいくつかに合板が嵌められていたのです。こ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の建物は、ガラス建築で著名なＩ．Ｍ．ペイ設計、前面

ガラス張りの60階建、今でもボストン一の高さ、1万枚

のガラスが枠も含めて20億円分、その内の1200枚（さ

らに20億円）張替え直後にさらに落下したところでした。 

もちろん訴訟になりました。発注者、建築家、構造技

術者、工事業者、ガラスメーカー、ガラス工事業者など

で争われました。一件の示談を除いて不名誉なことは全

て隠して 秘密裏に処理されたといいいます。原因は、

建物本体の剛性不足そして熱割れではないかといわれて

います。 

クラブ創立の1976年、アメリカの建築界でこのようこ

とがあった年、私はロータリアンではありませんでした。 

 

■幹事報告             幹事 武末喜久治君 

＜文書案内＞ 

＊ローターアクトクラブ第1 

回地区連絡協議会のご案内 

 日時 平成23年7月10日 

     10：00～14：00 

 場所 国分シビックセンター 

                

 

   ガバナー補佐 岩切昇様 と ゲスト 青木善明様 

第 1696 回 平成 23 年 6 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 

6月の月間テーマ 

ロータリー親睦活動月間 

 

７．出席報告 

８．BOX披露  

９．各委員会報告 

10．クラブ協議会 

11．次週例会案内 

12．点   鐘 

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．新入会員入会式 

 
 

 

 

 

 

本日の例会案内 ・新入会員入会式＝青木善明君 

・クラブ協議会＝委員会年間報告Ⅱ 

＊例会終了後次年度プログラム委員会 

次週の例会案内；6月23日（木）1697回例会 

・会員卓話＝杉尾君、木村君 

第 1695 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 



◆出席報告       出席委員会 福本幸良君 

会  員  数 40名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 87.18％ 

前々回の修正出席率 87.18％ 

 

◆ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 橋口清和君 

＜ニコニコ財団・米山BOX> 

岡島達雄君 青木善明様ようこそいらっしゃいました。 

 岩切ガバナー補佐いつもご指導ありがとうございます。 

武末喜久治君 ようやく開店にこぎつけました。今後共

宜しくお願いします。岩切君ありがとうございました。 

木村貞夫君 2週連続で例会を欠席しました。申し訳あ 

りません。少しずつもとにもどしていきます。 

黒木敏之君 青さん入会おめでとうございます。武末幹 

事ありがとうございました。お陰さまで今期は3勝2 

敗と勝ち越しです。ありがとうございます。 

石田喜克君 高鍋ＲＣからお見舞い頂き誠にありがとう 

ございました。岩切ガバナー補佐をお迎えして。青木 

様をお迎えして。感謝。 

藤本範行君 ゲストに青木さんをお迎えして。ようこそ 

おいでくださいました。うれしいです。 

 

◇クラブ協議会（年間報告） 

○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 

今年度は、「規律と品位のある楽しい例会」を目指し、

年間目標を掲げて活動して参りました。 

活動報告としては 

1.ウェルカムランチを実施いたしました。 

2.１２：３０点鐘にようやく慣れてきたところです。 

3.ロータリーソングはソングリーダーを付けたが、 

ボーカルはなかった。 

4.バラエティーに富んだ席の配置はもう一つだった。 

5.瞑想や握手会を実施しなかった。 

6.家族や友人などを気軽に連れてこれるようなムー

ドにはならなかった。 

7.委員会報告が少なかった。 

8.他の委員会との連携はあまりなかった。 

9.リーズナブルな食事になったかどうか不安が残る。 

10.無断欠席はほとんどなかったと思う。 

11.ピアノの演奏は継続していただいた。 

   
ＳＡＡ 井上君         会計 木村君 

 

○会計           正会計 木村貞夫君 

副会計 岩下盛朗君 

 まだ決算が出来ていませんので7月の早いうちに皆様

にご報告ができればと思います。今年は口蹄疫、新燃岳、

鳥インフルエンザ、東日本大震災等にニコニコ BOX か

ら拠出した分を会員の皆様に負担して頂きありがとうご

ざいます。まだ負担金未納の会員様にはできるだけ今月

中に入金いただければと思います。クラブは、会員の会

費の運営が全てです。40人でスタートし、予算を組みま

したが来期は 1～2 名増える予定ですので大変ありがた

いと思います。増強に力を入れてくれた会員にお礼を申

し上げます。ありがとうございました。 

 

○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 

この一年間、委員長としての職責は十分に全うする事

は出来ませんでしたが、委員会毎の充実した活動に助け

られた一年間であったと思います。改めて感謝申し上げ

ます。個々には、情報委員会と職業奉仕委員会によりま

す「夜間大学」の開催。親睦委員会も、観月会等におい

の工夫をころした演出。インターネットも、ブログの充

実に努めていただきました。会員増強も、最終的に３勝

２敗と勝ち越しを決められたようです。他の委員会も、

それぞれに持ち味を発揮して活動いただきました。 

いよいよ７月からは会長としての職務がスタートいた

しますが、今年度以上に、皆様方のご協力をいただきな

がら１年間頑張って行く覚悟でございますので何卒宜し

くお願いいたします。有り難うございました。 

   
   クラブ奉仕 中武君     会員増強分類 黒木君 

 

○会員増強・分類委員会   委員長  黒木敏之君 

              副委員長 松尾正博君 

 会員増強、退会防止、女性会員発掘という三つの重点

目標を掲げて活動して参りました。杉尾義秀君・木浦亨

英君・青木善明君の3名の新入会員の増強ができました。 

 しかし、2 名の退会者もあり会員数は 1 名増強に終わ

りました。来期こそは会員数 55 名を達成したいと考え

ます。皆様方のご協力をお願い致します。 

 

○会員選考委員会     委員長  茂木 晃君 

    副委員長 岩村文夫君  委員 川畑博文君 

 今年は、忙しくて大変な年になると思っていましたが、

期待に反して暇な1年でした。 

 暇な理由は被推薦者が上がってこないことに原因があ

りますが、我々ももっと協力して会員候補者を探すべき

であったと大いに反省しています。 

   
   会員選考 茂木君        出席 福本君 



○出席委員会      委員長 図師義孝君 

    副委員長 向山健一君  委員 福本幸良君 

 私と向山君、福本君の3人で、活動方針に沿って例会

出席への参加意識を高め、出席率の更なる控除湯に努め

て参りました。会員の皆さんには明るく出席いただきあ

りがとうございました。100％出席表彰をお楽しみに。 

 皆出席を目指し、アクト例会、又は近隣クラブ等への

メークを宜しくお願いします。 

 

○広報・雑誌・ＩＴ委員会   委員長 日高 茂君 

    副委員長 関 正夫君  委員 山口順一君 

広く高鍋ロータリーのことを周知する一環として、今

年度の活動方針にある［ホームページを媒体として高鍋

ロータリークラブの楽しさや、奉仕活動を会員の家族な

どとも共有すると共に、部外にも周知する方法を試行す

る］にそって、皆様からいただいた軟硬取り混ぜた記事

を1回／週の目安で更新をしております。概ね計画通り

と考えますが今後とも皆様からの記事提供にご協力をよ

ろしくお願いいたします。 

地域へのロータリー活動等を周知する目的の一つとし

て、高鍋町図書館や宮日支局など４カ所への雑誌提供は、

事務局にお任せでは有りますがこれも計画通り進んでい

ます。 

   

 広報雑誌ＩＴ 日高君      プログラム 岩切君 

 

○プログラム委員会     委員長  岩切 洋君 

              副委員長 松尾正博君 

今年度は、松尾副委員長と二人でやってきましたが、

当初年間プログラム予定通りほぼ達成できたかなと思い

ます。特に今年度は岡島会長の意向であります内・外卓

話の充実を図る事ができました。ただ、外部卓話で毎回

思ったのは、限られた時間だからしょうがないかもしれ

ませんが、卓話者の方が３０分そこそこで話をまとめる

というのが、なかなかつらいな～厳しいなあ～と思った

次第であります。 

１年間お世話になりました。ありがとうございました。 

 

○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 

       委員 宮元武次君  長谷川修身君  

委員 杉尾義秀君  木浦亨英君 

活動として新年度親睦会、観月会、新年会、観桜会の

４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。又、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、ソーメン流し、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、新年会ではたくさんの家族にご参加いた

だき、正月らしい飾り付けの中書き初めや独楽回しなど

して、親睦を深めて頂いたと確信しています。又、観桜

会ではうどんの出前販売車の協力、財津さんのご主人の

尽力で、焼肉や、変わった商品を揃えたビンゴゲーム等

で親睦を深めることができたと思います。又、各行事を

遂行するためには、必ず、会長、幹事の出席を頂き、開

催方針を確認してから、各行事を遂行することを念頭に、

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。 

１年間会員皆様の多大なるご協力に感謝申し上げます。

又、ご苦労頂きました親睦活動委員会の皆様、関係各位

の方々に心よりお礼申し上げます。 

   

親睦活動 橋口君       社会奉仕 石田君 

 

○社会奉仕委員会       委員長 石田喜克君 

               委員  松村悟郎君 

１、上期は、恒例であれば高鍋警察署の署長さんが卓話 

をされていたが、目先を変えて社会奉仕を毎日されて 

いる初鹿野聡氏をお迎えして9月9日の1662回例会 

で講演を実施した。初の企画であったが違った角度で 

の奉仕活動が勉強でき大変参考になった。 

２、10月14日の午前9時から、地域の他団体との交流 

を兼ねて、蚊口浜海浜公園でグランドゴルフ大会を開 

催した。第2回目でロータリー会員は8名、平成クラ 

ブからは、35名の参加で大いに盛り上がり地域の交流 

がスムーズに行えた。平山パスト会長のお骨折りに感 

謝いたします。 

３、12月10日（金）の午後4時から歳末助け合い共同 

募金の街頭活動を実施。本年度は、マルショクとウィ 

ズまるき屋の2箇所で実施。 

４、4月14日の早朝例会(1688回｣は、恒例のロータリ 

ー公園清掃を実施いたしました。 

 25名の参加をして頂き感謝申し上げます。 

５、春の交通安全セレモニーは、本年度は実施せず高鍋 

警察署の中原淳一署長をお招きして、4月28日の1690 

回例会で「企業対象暴力の現状と対策について｣と題し 

て外部卓話を実施 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

6月16日（木）の例会案内（クラブ協議会＝年間報告） 

下記の委員長さんは3分以内で報告をお願いします。 

   ①ロータリー情報  ②クラブ会報  

③職業奉仕  ④新世代   ⑤国際奉仕 

⑥ロータリー財団  ⑦長期計画 


