第 1702 回

平成 23 年 7 月 28 日プログラム

１．点 鐘
７．ＢＯＸ披露
２．ロータリーソング
８．各委員会報告
我らの生業
９．次週例会案内
10．点 鐘
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
＊夜間例会
場所；めいりんの湯
＊新年度親睦会
(前年度会長・幹事慰労会、新入会員歓迎会)

第 1701 回 例 会 内 容
■会長の時間
会長 中武泰一郎君
１８日は、早朝よりテレ
ビの前で、「なでしこジャ
パン」に熱い声援を送られ
た事と思います。鷹山公の
「成せば成る」を、身を持
って知らしめてくれた「な
でしこジャパン」に改めて
拍手を送りたいものです。
今年度のクラブ運営方針に、「財団・米山・ニコニコ
への積極的な奉仕の奨励」
を掲げさえていただきました。
ロータリー財団の始まりは、１９１７年に開催された
国際ロータリーの年次大会において、会長のアーチ・ク
ランフが「様々な社会奉仕を今まで通り続けて行こうと
思うなら、世界で善をなすための寄付金を受け取る事は
極めて適切な事だと思われる」とのべ。新しい基金の設
立を提案し、同大会において採択されました。そして、
ロータリー基金（財団の前進）が設立されました。
最初の寄付は、カンザスシティーロータリークラブか
らの２６ドル５０セントでした。その後は、紆余曲折を
繰り返しながら。１９４７年には、米国・ベルギー・英
国・フランス・メキシコ・中国の１８人の若者が、他国
でそれぞれの専門分野を勉学しました。最初の国際親善
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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；8 月 4 日（1703 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊クラブフォーラム
＊例会終了後理事会
奨学生です。その後は、人道的プログラム・教育的プロ
グラム・ポリオ・プラス・プログラム等を通じて世界的
に貢献しています。資金と人的組み合わせによる活動に
ついて、アーチ・クランフは次のように述べています。
「金だけでは、たいしたこと出来ない。個人の奉仕は、
金が無ければ無力である。この２つが組み合わされば、
文明への天の恵みとなるこが出来る」。こうした、財団
誕生の経緯とその意義を踏まえて。会員の皆様へ、改め
て積極的な奉仕をお願いいいたします。
さて、明日からは、高鍋の夏を彩る「荒神産祭り」が
２年ぶりに行われます。又、「夫婦の日」だそうです。
夕涼みを兼ねてお２人でお出掛けになっていかがでし
ょうか。その「荒神産祭り」をつたない俳句に詠ませて
いただき、会長の時間を終わります。
「 軒下を 荒神の夏が 駆け抜ける」
この後、クラブ協議会の後半をさせていただきます。
８委員会のリーダーの方は、宜しくお願いいたします。
有り難うございました。

米山奨学生 汪单雁さん

■幹事報告
幹事 藤本範行君
＊８月のロータリーレート
１ドル＝８０円
＊ガバナー月信９月号掲載
予定の原稿作成のお願い
会長就任挨拶 450 字以内
＊東児湯中学校英語暗唱・
弁論大会へのご臨席並び
に入賞者への盾について
日時 平成 23 年 9 月 20 日（火）9：30～15：30
場所 木城町総合文化交流センターリバリス

赤い羽根共同募金・街頭募金の実施 （12 月）
ロータリー公園の清掃活動 （5 月）
高鍋ロータリークラブ明倫賞の贈呈 （5 月）
地域行事への積極参加 （年間）

社会奉仕リーダー 福岡君

◆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
35 名
ホーム出席率
85.37％
前々回の修正出席率
90.24％
◆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 米山奨学生、汪单雁さんをお迎えして。
藤本範行君 なでしこジャパンが世界一になりましたね。
我が高鍋ロータリークラブは、まず 2730 地区ナン
バー１をめざして頑張りましょう！
岡島達雄君 遅くなりました。出席表彰をいただきあり
がとうございました。
平山英俊君 後期高齢者になると一週間ずれます。先週
の 19 年連続皆出席者表彰ありがとうございました。
長濱 博君 息子の所属する野球クラブ宮崎リトルシニ
アが九州大会で優勝し、日本選手権に九州代表とし
て出場する事になりました。ご声援ご支援をお願い
致します。
クラブ協議会＝活動方針・計画

○奉仕プロジェクト委員会
委員長 井上博功君
◇社会奉仕
リーダー 福岡直樹君
担当 佐々木九州男君
ガバナーの地区運営を重視し、ロータリークラブの奉
仕の理想を基本に、一般社会の人々に十分認められる意
識のある奉仕活動を促進する。
高鍋警察署・法令講習会の実施 （9 月）

プログラムリーダー 山口君

○クラブ管理運営委員会
委員長 図師義孝君
◇プログラム
リーダー 山口順一君
担当 河野 修君
各委員会の計画が円滑実行されるようにプログラムを
立案する。
年間プログラムの運営、毎月第三例会迄にプログラム
委員会の開催。
外部卓話の充実、
楽しい内部卓話の工夫。
◇親睦活動
リーダー 石田喜克君
担当 木村貞夫君、尾﨑敏弘君、長濱 博君
木浦亨英君、青木善明君、池部文仁君
小委員会ごとの親睦活動を基本に実施し、年間４回の
全体・親睦会を充実発展させる。家族・配偶者・外部に
も配慮した気軽に参加できる品位ある親睦活動の推進を
する。
小委員会ごとの会合、炉辺会合等を推奨し親睦交流を
深める。地区大会・IM などの積極参加を促し、親睦を深
める機会としての企画をする。月初めのセレモニーの実
施と企画運営をする。奉仕プロジェクト委員会（国際奉
仕）と連携し、友好クラブの米沢上杉ロータリークラブ
との交流を実施する。例会時等のゲスト・ビジターへの
配慮を心がける（SAA・出席との連携）
7 月・新年度親睦会、9 月・観月会、1 月・新年会、
3 月・観桜会の企画実施。

親睦活動リーダー 石田君

◇出席

出席リーダー 福本君

リーダー 福本幸良君
担当 平山英俊君、 岩村文夫君
「奉仕の理想」の実現の第一歩が、例会への出席と認識
します。その実現のため、役員・理事・委員会・推薦者
との連携を密にし、例会出席への参加意識を高めるよう
努める。

(出席の意義)
出席はロータリーの特徴の一つで、
会員の資格条件にな
っている。クラブ例会に規則正しく出席することは、入
会の時受け入れた最も基本的な重要な責務である。自分
のクラブに対し行う出席という最小限の奉仕であり、さ
らにその出席率のより高い理想に向かって努力すること
をロータリーは求めている。
(ロータリー情報マニュアル
より)
ホームクラブの例会出席率の目標を８５％以上とする。
メークアップの奨励を行い、修正出席率を１００％に近
づける。無断欠席の徹底的排除。地区大会・IM 等の入会
若年者への積極的啓蒙。
リーダー 田中晴敏君
担当 島子勝芳君、 永田英徳君
ロータリーのあらゆる情報を収集し、クラブ奉仕委員
会と連携を密にして、クラブ会員に「奉仕の理想」を促
進し、以って献身的奉仕の責任感を養い、会員にあらゆ
るレベルでロータリーの歴史、綱領、活動に関する情報
の提供及び研修を行う。又、入会候補者及び、新入会員
に対してオリエンテーションを行い、会員の特典、ロー
タリーの知識、責務、他情報を提供し、理解が得られる
ようにする。
新入会員に対して「ロータリーの基本知識」や基本的
な考え方について研修を行う。入会３年未満の会員及び
中堅会員（３～１０年）に正しいロータリー知識（委員
会活動、奉仕の実践、他）の勉強会を行い退会防止に努
める。（前）炉辺会合の形をとってテーマを設けて親睦
向上を図る。１月の「ロータリー理解月間」にロータリ
ー情報に関する特別プログラムを行う。例会時間の空き
時間に「３分間、ロータリー情報」を提供する。

◇クラブ会報
リーダー 長谷川修身君
担当 宮元武次君
見やすい会報の作成に努める。分かりやすく、楽しく
読める会報を作成したい。
例会時の会報発行。ロータリー情報の掲載。会員の趣
味、経験等を順次掲載し、卓話で知りえなかったことを
互いに知り合うことで親睦を深める。

◇ロータリー情報

Ｒ情報リーダー 田中君

クラブ会報リーダー 長谷川君

会員増強・分類選考 長濱君

◇会員増強・分類選考
委員長 黒木敏之君
担当 尾﨑敏弘君、 長濱 博君
会員増強、会員維持（退会防止）、女性会員の発掘と
いう三つの重点活動を中心にクラブの活性化を積極的に
推進して参ります。
会員拡大増強意識を会員全員に啓蒙する。新入会員候
補者を発掘する。新入会員候補者と積極的にコミュニケ
ーションをとり入会活動をする。長期欠席者との友愛コ
ミュニケーションを図り退会を防止する。新入会員入会
後のフォローアップ活動を行う。会員分類上の問題点を
解決する。ロータリークラブの存在意義を再確認する。
明るく楽しく充実した例会づくりへの協力を実践する。
地区開催の拡大増強委員会、会員増強セミナーへ参加す
る。
その他、
目標達成のためにあらゆる活動を実行する。

広報雑誌ＩＴリーダー日高君

○クラブ広報委員会
委員長 武末喜久治君
◇広報・雑誌・インターネット
リーダー 日高 茂君 担当 松尾正博君
クラブ広報委員長に武末喜久治君、担当に松尾正博君
で担当しますので１年間よろしくお願いします。
内容は活動方針・計画に書いてある通りでありますが、
今年度はホームページがリニュアルしたこともあり皆様
のご協力を頂きながら記事を充実させ、会員の皆様だけ
でなくロータリー以外の方からも見ていただきロータリ
ーに関心を持ってもらう様に努力したい。
ロータリーの友は色々な記事が掲載されていること、
また 30％しか読まれていないとのデータもあることか
ら新しい会員が注目すべきと思われる記事を紹介したい。

汪单雁さんの やさしい中国語講座風景

新年度親睦会のご案内
（前年度会長・幹事の慰労会＆新入会員の歓迎会）
日時 平成 23 年 7 月 28 日（木）
ホテル泉屋バス出発
17：30
例会
18：30～18：50
新年度親睦会
19：00～20：30
場所 めいりんの湯
会費 3,000 円
＊めいりんの湯の送迎バスをご利用ください。

