第 1700 回

平成 23 年 7 月 14 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト・我は海の子

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．前年度皆出席表彰
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

本日の例会案内
＊血圧測定
＊前年度出席 100％表彰
＊クラブ協議会＝各委員会活動方針・計画

第 1699 回
■会長就任あいさつ

例 会内 容
会長 中武泰一郎君

いよいよ会長としてのスタートの日を迎えて大変緊張
いたしております。簡単に自己紹介をさせて頂きます。
昭和２７年４月２日に香川県坂出市で生まれました。
父の転勤にともない名古屋・東京に住まいいたしまし
た。その間に、小児ぜんそく・伊勢湾台風・交通事故と
３度あの世に行きかけましたが、いずれも天に見離され
ずに一命を取り留めております。
小学校より越境入学で、
自宅から徒歩での思いはかないませんでした。大学まで
自宅通学出来た事は恵まれていましたが、下宿生活にあ
こがれ友達アパ―トを頻繁にはしごしておりました。高
校時代はラグビーに明け暮れて過ごしました。特に、週
末に出かけておりました、明治大学八幡山グランドでの
激しい練習は忘れる事が出来ません。今は亡き、明治大
学の北島監督からもご指導いただきました。
現在は高鍋一番街で書道用品店を営んでおります。開
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2730 地区テーマ
「善いことをしよう。」
高鍋ロータリークラブテーマ
原点をみつめ「団結」「創造」「挑戦」
7 月の月間テーマ

次週例会案内；７月 21 日（1701 回）
＊クラブ協議会＝各委員会活動方針・計画
＊ゲスト＝米山奨学生 汪南雁さん
業３０年目です。商売は何も知らず、その上、学友もお
らずで、又いい意味でのしがらみも無く、それだから、
東京からやってきてこんな無謀な事が出来たのだと思い
ます。かもしれませんが、自分自身でも、ここまで続く
とは思っておりませんでした。
高鍋クラブには、平成９年に橋口君の推薦で入会させ
ていただき今年で１４年目です。橋口君とは、ＰＴＡ活
動を通じて知り合いました。同じ年という事もあって、
今日まで色々と助けてもらっております。ただ、誕生日
が４９日違いで、あまり縁起はよくありません。
この度、高鍋クラブ３６代目の会長の職務を務めさせ
ていただく事になりました。特に今年は５年後の４０周
年へ向けて、長期計画委員会からの提言を基に、議論を
スタートさせる重要な一年です。
２０１１～２０１２年度国際ロータリー会長カルヤ
ン・バルネジー氏の掲げられましたテーマは「こころの
中をみつめよう 博愛のこころを広げるために」です。
３つの強調事頄として「家族」「継続」「変化」を上げ
られました。
さて、今年度の高鍋クラブのテーマは、原点をみつめ
「団結」「創造」「挑戦」。次代への確かな一歩をです。
今日の不安定な時代にこそ、会員一人ひとりが絆を深
め、
「家族」としてのクラブの団結が必要だと考えます。
そして、クラブ創立以来脈々と受け継がれてきた、高鍋
クラブの良き伝統を更に継続していく必要があると思い
ます。その上で、次代へむけて新たなる伝統を創造して

いくべきだとも思います。それに向かっては、様々課題
も生じるかもしれませんが、
一人一人が知恵を出し合い、
結束して事に当たれば必ずや乗り越えられると思います。
おりしも、
東日本大震災以降の日本の置かれた状況は、
大変厳しものがあります。政治主導を掲げた政局が混乱
をきたし、被災地復興への道筋が中々見えて来ません。
世界も日本の状況を注視しつつも、何か一定の距離を置
いて見ているようにも感じます。その中でも、時の移ろ
いはその歩みを止める事はありません。１９８１年４月
１２日に打ち上げられた「コロンビア」以降、３０年に
わって我々を宇宙へと誘ってくれ、国際宇宙ステーショ
ン建設のおいても中心的役目を担ったスペースシャトル
が、９日に打ち上げられる予定のアトランティスでその
任務を終わろうとしています。１３５回目の打ち上げで
す。世界中が歓喜に包まれた、昭和４４年７月１６日の
アポロ１１号の月着陸からはすでに４２年の歳月が経過
しております。ちなみに、１月１８日には東大安田講堂
事を占拠した学生の排除を、
機動隊が開始しております。
２４日には、テレビ放送もデジタル化へと進化します。
昭和３３年１２月からテレビ送信の主役であった東京タ
ワーもスカイツリーへとその座を明け渡し。そして、２
０１３年３月からは送信も終了して、その役目を終えよ
うとしております。
今日は、くしくも七夕です。新たな出会いのはじまり
です。私が会長をさせていただくのもそんな出会いかも
しれません。博愛の精神で孤児の為に献身てきに尽くし
た石井十次。民衆をいつくしみ、米沢藩の基を築いた上
杉鷹山。いずれも、今年のＲＩテーマである「こころの
中を見つめよう博愛を広げるために」の先駆者であると
言って過言ではありません。そんな先人達にも思いを馳
せながら。これから一年間、高鍋ロータリークラブの会
長として藤本幹事共々頑張ってまいりますので、皆様の
ご指導・ご鞭撻を賜りますよう何卒宜しくお願い申し上
げます。有り難うございました。
■就任あいさつ

副会長 図師義孝君

こんにちは。
副会長の仕事をさせて頂くことになりました。
よろしくお願い致します。
昨年までは副会長はクラブ奉仕委員長で、クラブ奉仕
８委員会の連携を密にして、クラブの活性化に努めるこ
とでしたが、今年、中武年度は、ＣＬＰ元クラブ管理運
営委員長として、出席、プログラム、親睦活動、クラブ
情報の４つの各委員会と連携を密にして、楽しいクラブ
づくりに努めて参ります。又、会長を補佐しながら盛り

上げていきたいと思います。そして、会長の後姿を見な
がら勉強させて頂き、来年に向けて頑張りたいと思いま
す。宜しくお願い致します。
■幹事に就任して

幹事 藤本範行君

高鍋ロータリークラブの幹事を務めることになりまし
た藤本です。昨年の 5 月頃、中武・橋口君の二人に呼び
出されて、「2011-12 年度の幹事を引き受けてほしい」
と頼まれました。私はあまり熟慮することもなく、「私
で良ければ、やります！」とあっさり受諾しました。そ
れは、まだ私がロータリーの幹事の大変さを知らないか
らと、次々期会長が中武君であること、橋口君が幹事補
佐役をしてくれる事を聞き、安心できたからだと思いま
す。お二人は、私の高鍋高校在任中にＰＴＡの役員（中
武君は学年委員長、橋口君はＰＴＡ会長）をしておられ
ました。その時私はＰＴＡ活動のお世話役をしていたの
で、同じ会議に出席し、一緒にＰＴＡ活動をしていまし
た。夜は同じ会合で飲食することも多く、お互いに気心
がしれていたのです。お二人との関係を紹介します。
中武新会長は、とても責任感の強い方です。今年度の
スタートを迎えるまでに何度も会議を持ち、前役員との
引継ぎをしっかりして、用意周到なまでに準備されてこ
られました。近くで見ていて、その行動力と責任感の強
さに敬服し、この会長ならば就いていけるし、支えがい
があると思ってきました。頼もしい会長に成られると思
います。
橋口副幹事は、ＰＴＡ会長退任後に、高鍋高校同窓会
「鳴海ヶ丘」会の副会長を８年間務めておられます。同
窓会でも、私は事務局長をずっと務めてきましたから、
橋口君と一緒に仕事をしてきました。長く深いお付き合
いです。そんな間柄だから、今回この幹事役が回ってき
たのでしょう。
橋口君は、
散髪屋さんが本業であります。
近年になって明倫観光の仕事も始め、それが軌道に乗っ
てきて、この不況の折に大忙しの毎日を送っています。
彼は、4 年前に高鍋ロータリー会長を務めていました。
私は、その橋口年度の終わりごろに（60 歳の定年を機に）
「高鍋ロータリーの一員に成りたい」と意思表示して、
仲間に加えて頂きました。そのような縁で、ロータリー
生活も五年目を迎え今日に至っています。
これから幹事としてどれだけやれるかわかりませんが、
精一杯頑張り中武会長を支えて行きます。皆さんからの
どんな要望でも、苦情でも受け付けます。遠慮なくお申
し出ください。
私で忚えられることはそれなりに対忚し、
会長の力を必要とする事はどんどん相談をして、問題の
解決に向けて努力します。
どうぞよろしくお願いします。

＜文書案内＞
＊地区ロータリー財団セミナー開催案内（7/20〆切）
日時 平成 23 年 7 月 31 日（日）12：40～14：30
場所 都城市メインホテル
登録料 １人 1,000 円
＊第 1 回地区会員増強セミナー開催案内（7/20〆切）
日時 平成 23 年 7 月 31 日（日）12：40～14：30
場所 都城市メインホテル
登録料 １人 1,000 円
＜第 1 回理事会報告＞
１．
ガバナー指名の今後のありかたについては当分凍結。
ガバナー補佐の件は地区からの対忚を待って選出を。
２．メークアップの件は、前年通り。
３．事務局デジカメ購入の件は、承認
４．年間プログラム案及び年間予算案の件は、承認
内容等変更が出た場合は随時協議していく。

井上博功君 中武年度スタートですね。ご苦労様です。
一年間頑張ってください。
木村貞夫君 中武年度の船出を心よりお祝い申し上げま
す。周りを気にせず中武カラーでいきましょう。
誕生日のお祝いのお返しとして。有難うございます。

宮日高鍋支局長 大山敏郎様

◆出席報告
出席リーダー 福本幸良君
出席状況
会
員
数
41 名
出席会員数
34 名
ホーム出席率
85.00％
前々回の修正出席率
95.00％
池部文仁君入会おめでとう！

◆ＢＯＸ披露
親睦活動リーダー 石田喜克君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
中武泰一郎君 いよいよ中武年度がスタート致しました。
早い一年になりそうですが、皆様のご協力を頂いて
会長としての責務を果たして参りたいと思います。
宜しくお願い致します。
藤本範行君 これから一年間幹事を務めさせていただき
ます。よいかんじになるよう努力しますので宜しく
お願いします。本日は池部さんの入会を歓迎します。
図師義孝君 中武年度のスタートです。会員の皆様宜し
くお願い致します。
岡島達雄君 中武会長、藤本幹事一年間よろしくお願い
致します。宮日新聞の大山支局長一年間お世話にな
りました。池部文仁様を歓迎します。
向山健一君 岡島先生ご苦労様でした。中武年度をお祝
いして。誕生日お祝いのお礼。出席 100％のお礼。
島子勝芳君 新年度の船出を祝して。ご苦労様です。
茂木 晃君 中武年度を迎えて。
皆さん頑張りましょう。
誕生日のお祝いのお礼。
永田英徳君 本年度もよろしくお願いします。
桑野倫夫君 今日から中武年度のスタートですね。中武
会長の門出を祝して。入会された池部君宜しくお願
いします。
日高 茂君 中武年度の船出を祝して。
橋口清和君 中武年度の船出をお祝いして。一年間健康
に留意して頑張ってください。100％出席お祝いの
お返しとして。（多分来週いただけるかも？？）

岡島君、武末君 一年間ご苦労様でした。

お誕生日おめでとう！木村君、向山君、岩村君、茂木君

ピアノ演奏の増田さんと指揮の橋口君

