第 1747 回

平成 24 年 7 月 19 日プログラム

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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．クラブ協議会２
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊クラブ協議会２（年間活動方針・計画）
＊100 万ドル

第 1746 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 図師義孝君
新年度も 2 週目を迎え
ました。
血圧測定の茂木さん、
テーブルのお花を例会毎
に提供して頂いています
福岡さん、今年も 1 年間
お世話になります。
ありがとうございます。
さて、
日本でも有名な博多の祇園山笠が今月 10 日～15
日まで行われます。私の住む高鍋にも 4 つの祭りがあり
ます。7 日～8 日は八坂神社の祇園さん。14 日～15 日は
蚊口の鵜戸神社。20 日～21 日は火産の霊（荒神さん）。
21 日～22 日は立花神社と祭りが続きます。
ここで荒神さんの祭りのいわれについてお話しさせて
頂きます。火産霊神社の歴史ですが、ハ坂神社が元祇園
にあった頃同じ場所に安置されていました。当時高鍋町
の町筋が、たびたび大火に煽られていたので、その災難
から逃れ、町の安全を願う為、火産霊の大神様を現在の
下町の場所に移し、お祈りをするようになり、それから
町は平穏さを取り戻したと伝えられます。
その後、町民は火産霊神社を「こうじんさん」と呼び、
今日まで厚く信仰を続けています。

2730 地区ガバナー

山下 晧三

中部分区ガバナー補佐
池田 豊繁
2730 地区テーマ
夢・誇り・挑戦（素晴らしいロータリーの再生）
高鍋ロータリークラブテーマ
「絆」 原点を見つめてー思いやりの心で
7 月の月間テーマ

次週例会案内；7 月 26 日（1748 回）
＊夜間例会 18：30～
場所＝花いちもんめ
＊新年度親睦会 19：00～
祭りの時は、皆さん童心に返って下駄に浴衣を着て楽
しみましょう。今日もロータリーを楽しんで下さい。
＜理事会報告＞
１．年間プログラム案及び予算案の件
承認
２．佐々木九州男会員の出席免除の件
承認
３．高鍋ロータリークラブ細則の件 一部訂正し承認
４．3 クラブ合同公式訪問の件（8 月 23 日） 承認
■幹事報告
幹事 山口項一君
＜文書案内＞
＊青尐年交換オリエンテ―
ションのご案内
＊薬物乱用防止指導員高鍋
地区協議会総会及び合同
研修会開催について
日時 24 年 7 月 25 日(水）
14：00～16：00
場所 高鍋保健所 2 階研修室
■出席報告
出席副委員長
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率

河原好秋君
47 名
39 名
82.98％
88.89％

■退任あいさつ
前幹事 藤本範行君
「会長・幹事おつかれさまでした」とのＢＯＸ披露の
言葉を聞いて、これでお役目も終わったんだなあと実
感しました。この 1 年間で一番うれしかったのは、何と
いっても新会員 7 名の仲間を迎えることが出来た事と、
会員が一人も辞められなかったことです。会員増強委員
会や、皆さんの努力に感謝しています。
幹事になったばかりの頃は、どんなに大変な毎日に
なるのだろうと不安もありました。けれども、悩みな
がらも、どちらかというと毎週楽しむことができまし
た。例会の二日前の打ち合わせがしっかりできて、例
会が充実したものになったと自画自賛しています。これ
も中武会長はもちろん、図師副会長、ベテランの橋口副
幹事のお陰です。桑野 SAA にも大変助けて貰いました。
財津さんには、迷惑をかけてばかりで、改めてお礼を
いいたいです。
中部分区の会長・幹事会と幹事会が、毎月交互に開か
れ、すべて出席しました。他の RC 会員との新しい出会
いがあり、とても楽しくて勉強になりました。バンコク
の国際会議にも出席し、
視野を広めることができました。
2 月に来訪された米沢上杉 RC（一行 9 人）や、奨学生の
汪单雁さんと意義ある交流を持てたことも楽しい思い出
となりました。五年間の RC 生活の中で、最も充実した
1 年となり、嬉しい限りです。
ガバナー候補者選出の絶好のチャンスを、三役の力不
足により、活かすことが出来なかったことが悔やまれま
す。でも、尐数意見の尊重がロータリーの良いところだ
と思います。皆さんの熱心なご審議と有り難いお言葉、
ご支援に心より感謝しています。
図師年度がスタートしました。先日は、早速慰労会を
して頂きまして、皆さんと楽しく飲めました。ありがと
うございました。
山口幹事！図師会長を支えてください。
高鍋 RC のため、貴兄のために、頑張ってください。
紙面を借りて、エールを贈り、ご挨拶といたします。
■ＢＯＸ披露

親睦活動委員会 坂田師通君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

藤本範行君 幹事賞、出席表
彰を頂きありがとうござい
ました。今年度は新世代と
ローターアクトを頑張ります。
平山英俊君 遅ればせながら
無欠席表彰のベルトを貰い
感謝。それと、ひょうすんぼ君の入会を祝して。
石田喜克君 図師年度の最初の例会を欠席し、大変申し
訳ございませんでした。今日から頑張ります。100％例
会出席の表彰を頂き感謝申し上げます。ありがとうご
ざいました。
◇クラブ協議会＝活動方針・活動計画
○ＳＡＡ
正ＳＡＡ 福本幸良君
副ＳＡＡ 青木善明君・河原好秋君

会長テーマの“絆”を基本とし、楽しんでいただく例
会運営を心がけるが、秩序・気品・風紀の３原則は遵守
するよう心がける。
12 時 30 分の点鐘後、ランチタイムとする。喫煙による
例会中の離席、例会中のあからさまな私語が見受けられ
るが、ロータリアンとしての気品と風紀が保たれるよう
監督する。時間の配分に気を配り、幹事の指示のもと、
円滑な運営を心がける。ピアノ演奏の継続。出席委員会
との連携による、無断欠席の撲滅。

ＳＡＡの福本君

クラブ管理運営の石田君

○クラブ管理運営委員会
委員長 石田喜克君
CLP 運営の元、プログラム委員会、親睦活動委員会、
出席委員会、ロータリー情報委員会の 4 委員会を集合体
として、本委員会が設置されている。
各委員会の活動で委員会を跨って行動するときなどは、
スムーズな情報交換・運営をリードしていくように心が
ける。無駄の無い、明るく、元気に会員が参加できるク
ラブ運営を目指す。
○親睦活動委員会
委員長 橋口清和君
副委員長 三原正宏君
委員 松村悟郎君 池部文仁君 坂田師通君
清水一彦君 道北淳朗君
各委員会毎の炉辺会合活動促し、小グループの親睦活
動の基礎として、年４回開催の親睦会に繋げ、配偶者や
家族なども楽しく参加できる品位のある親睦を提供する。
委員会相互の緊密な情報交換を行い、事業によっては
関係委員会との連携をとり、事業を遂行する。地区大会
をはじめ各種地区行事への参加を呼びかけて、親睦を深
める機会としての楽しい企画をする。月初めセレモニー
は従来通りの方法で行い、配偶者や家族も楽しめるよう
な配慮をする。国際奉仕委員会と連携して、友好クラブ
米沢上杉ロータリークラブとの訪問交流を行う。委員会
毎の親睦会を推奨し、充実した委員会活動を親睦の基礎
として位置づける。
にこにこＢＯＸへの推奨を奨励する。
例会場ロビーにコーヒーコーナーを設置し、例会前後
時の友愛の広場として会員間の親睦を深める機会とする。

親睦活動の橋口君

出席の河原君

○出席委員会
委員長 石井秀隣君
副委員長 河原好秋君
委員 向山健一君
役員・理事委員会との連携を密にし例会出席への参加
意識を高め、出席率の向上に努める。
ロータリー活動の原点である
「例会に出席できる喜び」
を共感できるよう委員会と協力し、
100％出席の実現を目
指す。メークアップの奨励を行う。地区大会、ＩＭ、ロ
ーターアクト例会等への積極的参加の奨励。年間 100％
出席達成会員への功績をたたえ表彰を行う。
○クラブ広報委員会
委員長 日髙 茂君
クラブ広報委員会は、広報雑誌インターネット委員会
とクラブ会報委員会で構成されております。
クラブ広報委員長の木浦享英君は、今年度既にホーム
ページブログ 2 件の搭載に加え固定ページの更新を手掛
けられており、安心して任せられる人材であります。
また、広報雑誌インターネット委員長の長谷川修身君
は、昨年度に引き続きで経験が有りますので又お任せで
きる方であります。これからも皆様のご意見を頂きなが
ら 1 年間努力しますのでご支援をお願いします。

クラブ広報の日高君

一つお願いが有ります。卓話をされた皆様は早めの原
稿提出をお願いします。なお、週報作成は事務局財津さ
んに全面的にお世話になっているのが現状です。
今年度も宜しくお願いします。
昨年は何も出来なかったので「今年はやれ」、と言う
ことでしょうから頑張りたいと考えております。

クラブ会報の長谷川君

茂木晃君

○ロータリー情報委員会
委員長 尾﨑敏弘君
副委員長 河野修君
委員 永田英徳君
2730 地区ロータリー研修小委員会の委員長であり、当
クラブの研修リーダーの指導を仰ぎながら、ロータリー
の奉仕理念を学び、考え、実践できるロータリアンを育
成するものとする。
会員に対し、ロータリー情報の提供を行うと共に、意
識高揚のための研修を四半期ごとに１回行う。新入会員
のためのオリエンテーションを適宜行う。その他、会員
の要望があればその都度行う。

広報雑誌ＩＴの木浦君

○広報雑誌ＩＴ委員会
委員長 木浦亨英君
副委員長 武末喜久治君
委員 森本直樹君
ＲＩが実践頄目と目標に掲げている“公共イメージと
認知度の向上”を当クラブも目指し、地域の人々に対し
高鍋ロータリークラブの活動について幅広い情報発信を
目指す。高鍋ＲＣのホームページを活用し、会員以外の
人々にＨＰを見ていただくために話題性のあるプログラ
ム活動を紹介する。会員からの記事提供をお願いし更な
るＨＰの充実を図る。ロータリー雑誌の配布先の効果検
証。月に一度例会においてロータリーの友の簡卖な記事
紹介を実施。その他活動方針に沿った必要な活動。
○クラブ会報委員会
委員長 長谷川修身君 副委員長 杉尾義秀君
今年度の活動方針は、読んで楽しく親睦につながる会
報の作成に務める事であります。具体的には、高鍋ロー
タリー・クラブ細則にあるように、週報で例会のプログ
ラムを発表、前回の重要事頄を報告、親睦を増進するな
どで、会員のロータリー教育に寄与するべく努めなけれ
ばならない。
の趣旨に従って、
写真を多く取り入れ見て、
読んで楽しく親睦につながる週報の作成に務めます。
現在の週報は、前回の卓話・当日のプログラム・ゲス
ト紹介等で有りますが、今後は、ロータリー情報や皆様
のお話の掲載を検討したいと思っています。

８月の例会案内
8 月 2 日 月初めのセレモニー・米山ランチ
公式訪問前のクラブ協議会
例会終了後理事会
8 月 9 日 会員増強月間卓話・血圧測定
例会終了後プログラム委員会
8 月 16 日 特別休会
8 月 23 日 3 クラブ合同ガバナー公式訪問
例会場；西都敷島
8 月 30 日 内外卓話

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真実かどうか
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか
４、みんなのためになるかどうか

