
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 中武泰一郎君 

梅雨明け以降、連日の

厳しい暑さが続きます。 

節電にも心がけながら、

水分補給を行うなど、体

調の管理には十分お気を

付け下さい。 

今日は、歴史の転機と

なった出来事が２つございました。 

１つは、１８５３年の黒船来航です。この日を境に日

本が開国へと大きく舵を切らざる得なくなった事です。

当時の狂歌にも、「上喜撰たった四はいで夜も眠られず」

と歌われています。この激しい変革期の１８６８年には、

１９２０年１０月２０日に東京クラブを設立し、我が国

におけるロータリー活動の基を築いた、米山梅吉が産声

をあげています。維新の立役者の１人である、勝海舟に

師事しております。又、１８７１年（明治４年）廃藩置

県が実施され、幕藩体制から完全に脱略し近代国家への

歩みさらに速める事になったのです。ちなみに、当初は

３府３０２県でスタートしたようです。宮崎では、２０

世紀最後の「沖縄サミット」の一環としての、外相会議

が７月１２日・１３日の２日間、サミットホールで開催

されています。 

今年度も重点目標のひとつに、「女性会員を含む新会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

の発掘と会員数の維持」を上げております。これは、長

期計画委員会においても毎年純増２名。５年間で１０名

＋で、４０周年時に５０名の目標が提示されております。 

この度、青木君と池部君に入会いただきました。幸先

のよいスタートをきる事が出来ました。 

今年も、会員増強の労をとっていただきます黒木委員

長を中心に、「あわてず」「あせらず」「あきらめず」

の心が構えで着実な会員増強に取り組んでいきたいと思

います。又、新入会員へのオリテーション実施やロータ

リーへの理解を深めていただくための情報集会等につい

ても、情報委員会を中心にクラブとして力を入れて取り

組んでいきたいと考えております。 

さて、これから８月にかけて夏の暑さは増々上昇して

まいります。その時に日本の気候風土に適し、脈々と受

け継がれてきた「打ち水」「扇子」「団扇」「蚊帳」「風

鈴」「水まくら」「よしず」等の生活の知恵に目を向け

てみる必要もあるのではないでしょうか。又、「辛抱」

「忍耐」といった、ともすれば私達が忘れかけいる心の

持ちようも今一度一人一人がかみしめてみる必要もある

と感じます。そうした事は、今年のＲＩテーマである「こ

ころの中をみつめよう 博愛を広げるために」にもあい

通じる所があるようにも感じますが、皆さんがいかがで

しょうか。 

この後はクラブ協議会になっております。今週と来週

の２回で各委員会の年度計画を発表していただきます。 

各委員会のリーダーの方は宜しくお願いいたします。 

  

 

 

 

第 1701 回 平成 23 年 7 月 21 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    長峯  基 

中部分区ガバナー補佐    林    務 

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  

   

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会 後半 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

 それでこそロータリー 

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 

 
本日の例会案内 

 ＊ゲスト＝米山奨学生 汪单雁さん 

＊クラブ協議会＝各委員会活動方針・計画 

 

 

次週例会案内；７月 28日（1702回） 

 ＊夜間例会 18：30～  場所：めいりんの湯 

＊新年度親睦会 19：00～（親睦活動担当） 

 

 

 

 

 

第 1700 回  例会内容 

 
 

 

 

 

 



■幹事報告           幹事 藤本範行君 

＜文書案内＞ 

＊高鍋海水浴場ビーチクリ 

ーン活動へのご協力お礼 

＊地区社会奉仕委員会アン 

ケート協力のお願い 

＊中部分区会長幹事会案内 

日時 平成23年8月11日 

   18：30～  場所 旅館小戸荘  会費6,000円 

＊地区クラブ奉仕委員長会議のご案内 

 日時 平成23年8月20日（土）13：00～ 

 場所 メインホテル４階   登録料 1,000円 

 

◆出席報告         出席委員長 福本幸良君 

出席状況 

会  員  数 41名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 90.24％ 

前々回修正出席率 90.00％ 

 

◆前年度 100％皆出席おめでとう！ 

茂木 晃君、関  正夫君、河原好秋君、島子勝芳君、 

向山健一君、平山英俊君、田中晴敏君、柴垣復生君、

桑野倫夫君、木村貞夫君、橋口清和君、井上博功君、

岩村文夫君、中武泰一郎君、尾﨑敏弘君、図師義孝君、

石井秀隣君、岡島達雄君、日高 茂君、福本幸良君、

藤本範行君、武末喜久治君、長谷川修身君    

 

 

 
 

◆ＢＯＸ披露     親睦活動委員会 石田喜克君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

＊中武泰一郎君 100％出席表彰のお返しとして。10回 

＊藤本範行君 2年目の100％出席が出来ました。表彰 

   していただいて感謝致します。 

＊武末喜久治君 19年にし 

て初の快挙です。あり 

がとうございました。 

＊関 正夫君 100％出席祝 

のお返しとして。 

＊茂木 晃君 出席100％表 

彰のお礼。 

＊河原好秋君 100％出席表彰のお返しとして。 

＊桑野倫夫君 100％出席表彰のお礼として。 

＊岩村文夫君 喜寿お祝い、出席100％表彰をして頂き、 

ありがとうございました。 

＊木村貞夫君 入会以来の100％出席が15回目になりま 

した。健康に感謝です。ありがとうございます。 

＊尾﨑敏弘君 10年も続いたのですか？ 

恋人もいないのによく出て来たもんだ。 

＊図師義孝君 100％出席表彰のお返しとして。ありがと 

   うございます。 

＊日高 茂君 出席100％記念品のお返しとして。 

＊福本幸良君 野球の3割3分は一流打者ですが、ロー 

   タリーの3割3分はまだペーペー。 

さらに率をあげるよう頑張ります。 

 

◆委員会報告＝新ホームページの説明 

広報・雑誌・ＩＴリーダ 日髙 茂君 

 ７月１日からリニュアルし運用している当クラブのホ

ームページについて、その見方や会員専用ページについ

てプロジェクターを用いて、以下の説明を行った。 

１． 高鍋ロータリークラブの Ｉnternet  Ｅxplorer 

のショートカットを先ずディスクトップに作成す

る。以後はこれをクリックするだけでＯＫ。 

２． ホームの下段にブログで新着情報を閲覧できる。 

３． カテゴリーからこれまでの投稿者毎の記事を閲覧

できる。 

４． 月別記事は月を選択することで閲覧できる。 

５． 週報は第０００回例会の数字で閲覧、印刷ができる。 

６． 会員名簿ではホームページを持っておられる会社

にはリンクが張ってあること。漏れがある方や新し

く持たれた方はご連絡頂きたい。 

７． 高鍋ロータリークラブ会員専用のページとして、 

Ｍenbar  Ｌogin からＩＤ、パスワードを投入する

ことで閲覧することが出来る。尚、周知したい事項

は日髙までメール添付でデータを送るだけでよい。 

今回の説明に当たっては会場にインターネット環境が無

いことから、井上博功君にデータカード付パソコンの操

作をお願いしたところ快諾を頂きご協力を頂いたことに

感謝です。 

 

クラブ協議会＝活動方針・計画 

◇ＳＡＡ       正ＳＡＡ 桑野倫夫君 

副ＳＡＡ 石井秀隣君  河原好秋君 

会長・幹事との意思疎通を密にし、規律と品位のある

楽しい例会が出来るよう心がけ円滑な運営を図る。 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 



ウェルカムランチ。１２時１５分から食事の時間を取る。

１２時３０分点鐘で例会をスタートする。ロータリーソ

ングの斉唱。月に一度は童謡を取り入れ例会のマンネリ

化を防止する（ソングリーダーをつける）。多くの会員

同士との会話が出来るように工夫をする。出席委員会と

連携し、無断欠席がないようにする。ピアノ演奏の継続。 

      

     ＳＡＡ  桑野君         会計  鍋倉君 

◇会計  

正会計 鍋倉春代君  副会計 岩下盛朗君 

クラブ運営資金を適切に管理・保管し、円滑な予算執

行に努める。執行状況等についても、適時に説明を行い、

会員の理解を得るよう努める。 

 会費の完全完納、クラブ資金の管理を明確にし、各委

員会の予算執行を常に把握する。会費の預金口座引き落

としを更に推進すべく会員の理解を得る。予算計画に基

づきクラブ全体の収支のバランスをチェックする。 

 

◇ロータリー財団・米山委員会  委員長 岩切洋君 

               担当 関正夫君  松村悟郎君 

ロータリー財団と米山奨学会の使命を会員に理解して

もらい、寄付金がどのように運用され社会に貢献するか、

機会あるごとに具体的に会員に伝え、基金への協力をお

願いする。会長の方針に沿って地域の団体の活動に地区

補助金を活用して支援する。 

年次寄付 一人１００ドルの達成に向けて努力する。 

ポールハリスフェロー、マルチプルを呼びかけその誕生

に努力する。１００万ドル食事と米山ランチを計画的に

実施する。地区補助金を地域の人道的プロジェクトへ有

効利用できるように努力する。ＧＳＥに協力する。１１

月に財団月刊の卓話を計画する。 

     

   Ｒ財団委員長 岩切君       米山担当 関君 

 

◇奉仕プロジェクト委員会   委員長 井上博功君 

○職業奉仕 

リーダー 橋口清和君  担当 向山健一君 

  事業及び専門職務の道徳的水準を高め、あらゆる有用

な業務は尊重されるべきという認識を深め、各業界の地

域の代表として、企業運営の倫理観を高めるための開発

を各委員会と連携、クラブ会員の手腕を生かして、社会

のニーズに応えられるようプロジェクトを開発する。 

 会員同士の職業観を理解するための会員卓話を推奨す

る。地域を越えた職場訪問の実施。空席の職業分類に会

員を入会させる会員増強活動を推進。会員のロータリー

親睦活動への参加推進。ロータリー綱領旗と四つのテス

ト旗を例会場で掲揚、読み上げ実施。その他、必要なプ

ログラムの実施。 

     

     奉仕委員長 井上君     職業奉仕リーダー橋口君 

 

○国際奉仕        

リーダー 岡島達雄君  担当 柴垣復生君 

国際間の理解・親善・平和の推進。 

米山記念奨学生のサポート。GSEメンバーの報告会。 

国際奉仕の新しいテーマの開発。世界理解月間（２月）

の企画。その他、活動方針に沿うこと 

       

  国際奉仕リーダー 岡島君    新世代・ＲＡ担当 茂木君 

 

 ○新世代・ローターアクト  リーダー 杉尾義秀君   

担当 茂木晃君、木村貞夫君 

 新世代の多様なニーズを認識し、よりよき未来をもた

らすために新世代の将来への準備をさせる基本的ニーズ

（健康、人間の価値、教育、自己開発）を支援・奨励す

る。ローターアクトクラブの成長と継続を維持するため、

その活動を支援・奨励する。 

 RYLA（ロータリー青尐年指導者プログラム）への参加。 

高鍋ロータリー・カップ スポーツ大会への支援。ロー

ターアクトクラブの例会・行事に積極的に出席する。ロ

ーターアクトクラブの活動をロータリアンに例会で紹介

し激励・援助する。ローターアクトクラブ会員の増強に

協力する。 

    

☆ 8月の例会案内 ☆ 

     8月4日（1703回）米山ランチ 

月初めのセレモニー  

クラブフォーラム 

         例会終了後理事会開催 

     8月11日 特別休会 

     8月18日（1704回）血圧測定 

         会員増強月間（増強担当） 

例会終了後プログラム委員会 

     8月25日（1705回） 100万ドル 

         公式訪問前のクラブフォーラム 

 


