第 1748 回

平成 24 年 7 月 26 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト

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 18：30～
＊新年度親睦会 19：00～
＊

第 1747 回

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．新年度親睦会
10．次週例会案内
11．点 鐘

場所＝花いちもんめ

例 会内 容

■会長の時間
会長 図師義孝君
皆さんこんにちは。一週間
のご無沙汰でございます。
今日は、暑い夏、熱中症に
気をつけること。
又、ロータリー100 万ドル
の食事、米山ランチについて
お話しさせて頂きました。
私達、食に携わる者にとっ
て、昼、夕方のオープンであ
れ「おはようございます」という明るい声からがスター
トです。それは、今日一日事故や怪我がないようにとい
う意味が込められているからです。健康は食からと言わ
れます。「食」は人間が生きるための第一条件ですし、
幸福であるバロメーターといってもよいでしょう。今食
育が注目されています。朝食も作らない母親に本来日本
の母親が言っていた。ゆっくり良く噛んで食べなさい等
の食育ができるでしょうか。
賞味期限が大手を振り、決して食べ物は大切にされて
いない現状は嘆かわしいばかりです。食に関わる仕事を
している自分も、もっと深く考え、食物に感謝感謝の気
持ちを強く持ち続けたいものです。
今日もロータリーを楽しんで下さい。

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；8 月 2 日（1749 回）＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー
＊新入会員入会式
＊公式訪問前のクラブ協議会
＊理事会
■幹事報告
幹事 山口順一君
＜文書案内＞
＊高鍋海水浴湯ビーチクリー
ン活動参加のお礼
＊クラブ社会奉仕委員長セミ
ナー開催のご案内
日時 平成 24 年 8 月 19 日
14：00～16：00
場所 鹿児島サンロイヤルホテル
登録料 2,000 円
＊地区会員増強セミナーのご案内
日時 平成 24 年 8 月 19 日
13：00～15：20
場所 都城メインホテル
登録料 2,000 円
＊第 1 回ローターアクト委員長会の開催及びアンケート
日時 平成 24 年 8 月 19 日 10：00～13：30
場所 姶良市 加治木町 カノンホール
登録料 一人 1,000 円
＊2011～12 年度最終幹事会の案内
■出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員長 石井秀隣君
47 名
42 名
89.36％
87.23％

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員会 池部文仁君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

池部文仁君 高鍋信用金庫の
理事長に就任しました。出
席率を落とすことになるか
もしれませんが、ロータリ
ーに継続させて頂きます。
よろしくお願い致します。
◇クラブ協議会＝活動方針・活動計画
○会計
正会計 鍋倉春代君 副会計 岩下盛朗君
クラブ定款・細則に基づき、すべての資金を管理・保
管し、円滑な予算執行を実施する。必要に応じ、収支に
関する報告書を作成し会員に通知する。
会費の完全完納。
会費未納者へ常にアドバイスを行う。
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。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。

○奉仕プロジェクト
委員長 桑野倫夫君
○職業奉仕
委員長 岩切洋君
今年度職業奉仕委員会は、委員長に岩切、副委員長に
岩村君、委員に柴垣君の 3 人で１年間務めさせて頂きま
す。今年度活動方針にも掲げてありますように、「職業
奉仕こそがロータリーのロータリーたるゆえん」と言わ
れるように地域社会へ職業を通して奉仕活動を促進して
いきたいと思います。
活動計画は、ロータリー綱領と四つのテストの推進。職
場訪問の実施。そして、社会奉仕委員会との合同事業で
ある明倫賞の贈呈式を計画しております。会員の皆様で
職場訪問先や明倫賞の受賞にふさわしい個人・団体等が
ございましたら早目に案を出して頂ければと思っており
ます。１年間よろしくお願い致します。

奉仕プロジェクト桑野君

会計 鍋倉君

プログラム 野添君

○プログラム
委員長 木村貞夫君
副委員長 野添勝久君
委員 河野洋一君
ロータリー４大奉仕を見直し、各委員会と協力し、バ
ランスのとれたプログラムを作成する。
各委員会の要望を一ヶ月前には聞き、毎月第三例会ま
でにプログラム委員会を実施し、直前の変更がないよう
に努める。外部卓話の充実。内部卓話は、おもに入会３
年未満の会員にお願い依頼をする。その他、パスト会長
にも依頼し、絆を深める努力をする。
○会員増強・分類選考
委員長 井上博功君
副委員長 平山英俊君 委員 松尾正博君
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防止を図る。新入会員入会後のフ
ォローアップを図る。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協力する。地区開催の委員会、
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。

職業奉仕 岩切君

○社会奉仕
委員長 福岡直樹君
副委員長 関正夫君 委員 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）赤い羽根共同
募金・街頭募金の実施（１２月）高鍋ロータリークラブ
明倫賞の贈呈（５月）ロータリー公園の清掃活動（５月）
地域行事への積極参加 交通安全週間等（年間）
○国際奉仕
委員長 中武泰一郎君
副委員長 岡島達雄君
委員 長濱博君
国際間の理解・親善・平和の推進。
ＧＳＥメンバーの報告会。米沢上杉ロータリークラブ
５０周年祝賀への参加。その他、活動方針に沿うこと。

国際奉仕 中武君

新世代・Ｒアクト 藤本君

○新世代・ローターアクト
委員長 藤本範行君
副委員長 三原正宏君
委員 茂木晃君
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充実と継続を維持するため、
その活動を支援し、会員の増強に協力する。

ローターアクトクラブの例会に毎回少なくとも一人は
出席しアドバイスをする。高鍋ロータリークラブ会員に
も出席を呼びかける。ローターアクトクラブ会員の増強
に大いに協力する。ローターアクトクラブの活動をロー
タリアンに紹介し、活動への参加を呼びかけ支援する。
新世代主催の RYLA へ積極的に参加し、
地域の青少年を
健全に育成するための援助をする。高鍋ロータリークラ
ブ主催の主な行事への参加をアクト会員へ呼びかける。
高鍋ロータリー・カップ スポーツ大会への支援。
○ロータリー財団・米山
委員長 黒木敏之君
副委員長 田中春敏君
委員 島子勝芳君
ロータリー財団と米山
奨学金の啓蒙活動を通して、
その使命を会員に深く理解
してもらい寄付や基金への
協力を積極的にお願いする。
会長方針にそった高鍋ロー
タリークラブの地域活動に、
ロータリー財団の人道的プロジェクトへの地区補助金を
活用できるように努力する。
年次寄付 一人１００ドルの達成に向けて努力する。
会員に、ポールハリスフェロー、準フェローになること
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。ＧＳ
Ｅに協力する。10 月の米山月間に米山奨学金を啓蒙する
卓話を計画する。１１月にロータリー財団月間にロータ
リー財団を啓蒙する卓話を計画する。

「ロータリーの綱領」
ロータリーの綱領は有益な事業の基礎として
奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の
各項を鼓吹育成することにある。
1. 奉仕の機会として知り合いを広めること
2. 事業及び専門職務の道徳的水準を高めること
あらゆる有用な業務は尊重されるべきである
という認識を深めること。そして、ロータリ
アン各自が業務を通じて社会に奉仕するため
に、その業務を品位あらしめること
3. ロータリアンすべてが、その個人生活、事業
生活、および、社会生活に常に奉仕の理想を
適用すること
4. 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門業務に携
わる人の世界的親交によって、国際間の理解
と親善と平和を推進すること

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

『メ－クアップしましょう』
中部分区クラブメ－クアップ会場
出席委員会
月
宮崎单
宮崎観光ホテル西館 8 階
宮崎東
ウェルシティー宮崎
火
宮崎
宮崎観光ホテル
西都
ウェディングパレス敷島
水
宮崎北
ホテルマリックス
佐土原
サンホテルフェニックス
木
宮崎中央
サミット・クリスタルルーム
金
宮崎西
宮崎観光ホテル
高鍋ローターアクトクラブの例会日
第 1・第 3 月曜日 19：30～ 場所；宮日会館

■３クラブ合同公式訪問のお知らせ
日時
平成 24 年 8 月 23 日（木）
12：00 集合
場所
西都市 敷島
※詳細につきましては、後日お知らせしますが
当日は会員 100％出席をよろしくお願い致します。

３クラブ合同打合せ会

