第 1768 回 平成 24 年 12 月 20 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
10．次週例会案内
11．点 鐘
12．

本日の例会案内
＊クラブ協議会―半期報告（後半）
＊100 万ドル

＊

第 1767 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 図師義孝君
皆様こんにちは。
一週間のご無沙汰でござ
います。
先日は、中部分区の会長
幹事会に行ってきました。
今回は西都であり、半期
が終わってホッとした顔の
人もいて忘年会が盛り上りました。
本日は、年次総会とクラブ協議会となっています。
新入会員の方もいらっしゃいますので年次総会につい
てお話をします。
年次総会は、次期の理事・役員を選出する重要な任務
がある。細則の定めるところに従い、毎年 12 月 31 日ま
でに開催されなければならないとあります。
高鍋クラブは、今日の総会で会長エレクトの石田さん
から発表がありますので、皆さんの賛同を頂きたいと思
います。すでに理事会の承認は頂いております。
これで会長の時間を終わります。
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
12 月の月間テーマ
家族月間
次週例会案内；＊12 月 27 日及び 1 月 3 日は休会
＊次回の例会は 1 月 10 日（1769 回）です。
夜間例会＆新年会
会場＝四季亭
■幹事報告
幹事 山口順一君
＜文書案内＞
＊2013～2014 年度地区役員
就任のお願い
＊ガバナー事務所・地区事務
所の年末年始の休暇の件
＊ガバナーエレクト事務所へ
の協力金のお願い
分区内各クラブ会員一人当たり 6,000 円
＊2013-2014 年度第 1 回地区チーム研修セミナーの案内
日時 2013 年 2 月 10 日 9：00～18：00（本会議 1）
18：00～20：30（懇親会）
2 月 10 日 9：00～12：00（分科会・本会議）
場所 シーガイアコンベンションセンター
＊中部分区会長幹事会の案内（担当＝宮崎单 RC）
日時 平成 25 年 2 月 25 日（月）18：30～
場所 小戸荘
■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

出席副委員長 河原好秋君
49 名
37 名
78.72％
81.25％

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 橋口清和君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
茂木晃君 我が母校（群馬太田高校）ラグビー部創部 105
年にして花園初出場を決めてくれました。高鍋との対
戦を楽しみにしています。
河野修君 結婚記念祝いのお返しとして。
松村悟郎君 59 歳の誕生日、皆様にお祝いして頂き感謝
します。
■委員会報告
クラブ研修リーダーのための研修報告
ロータリー情報委員長 尾﨑敏弘君
1、日時:：2012 年 12 月 9 日
13：00～16：00
2、場所：都城市メインホテル
3、出席者
山下 皓三ガバナー（鹿児島西）
伊藤 学而地区研修リーダー（鹿児島）
岡野 文男ガバナー補佐(大口)
深尾 兼好地区幹事(鹿児島西）
内村 文泰地区管理部門長（鹿児島）
田中 春敏地区クラブ研修小委員長（高鍋）
川平 健次郎地区クラブ研修副委員長(鹿児島西）
上園 哲生地区クラブ研修小委員会（鹿児島单）
クラブ出席者：５８名(鹿児島 31、宮崎 27）
4、研修概要
山下ガバナーは開会のあいさつのなかでＣＬＰによる
組織の強化とクラブ研修リーダーによる活性化等を訴
えられた。また、伊藤研修リーダーは会員のための継
続した研修の場を設けること、指導力育成プログラム
計画・実施など研修の必要性を説かれた。その後川平
筆頭副幹事による「クラブ細則の見直し」と深尾地区
幹事による
「ＣＬＰの導入について」
の講義があった。
要旨は次のとおり
（1）クラブ細則の見直し
川平 健次郎 地区クラブ研修小委員長
会長エレクトは、自分の年度の準備をするため細則を
読み直し、ＲＩや地区の方針を参考にして必要があれ
ば細則を改正する。クラブ細則にクラブの特徴を反映
させ、その細則に従って運営されているクラブが活性
化し、効果的なロータリークラブとして成長すると云
われた。
（2）ＣＬＰについて
深尾 兼好 地区幹事
「前年に倣い」という事なかれ主義が組織の沈滞を招
く。効果的な指導者は事業で培ったスキルと洞察力を
活かし、クラブの現況を見直し、目標を設定し、成果
をねぎらい、クラブの雰囲気を高める。このような指
導力を活かして活用し、クラブ独自の特性を築くため
の土台を提供するプランをＣＬＰという。

☆クラブ協議会―半期報告
○クラブ管理運営委員会
委員長 石田喜克君
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委員会がこの
６ヶ月間セクションごとに素晴
らしい役割を果たして頂きまし
た。
親睦は２回のイベントの内、
染が丘での屋外観月会が印象的でした。出席委員会は、
100％出席例会を企画しあと尐しのところまで到達した。
プログラム委員会も大きなブレもなくスムーズな例会運
営の礎を築いて頂いております。情報委員会は、新入会
員の教育に素早く対応して頂き感謝申し上げます。無駄
の無い、明るく、元気に会員が参加できるクラブ運営が
一歩前進しております。
○プログラム委員会
委員長 木村貞夫君
副委員長 野添勝久君
委員 河野洋一君
活動方針に、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。
活動計画としては、
①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。
②外部卓話の充実。
③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。
特に大事にしたのは、各委員会との連絡を密にし、直
近になってのプログラム変更がないように努めましたが、
1 回だけ変更になりゲストの方には大変申し訳なく反省
したところです。あと半年となりましたが、三人スクラ
ム組んで上手くやりとげたいと思います。
○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
委員 池部文仁君 坂田師通君 清水一彦君
道北淳朗君 野田俊一君 緒方郁男君
前期半年、新年度親睦会、観
月会を実施いたしましたが、い
ずれも委員会の打ち合わせ、い
わゆる、炉辺会合を重ね、委員
会の親睦を図ってきました。
新入会員の方々も溶け込み、
ボックス披露や、月初めのセレモニーなど、委員一人一
人の協力が得られ、またその協力が新会員さんたちの、
ロータリーに対する理解を広げ、ロータリー活動に楽し
みを見出していただくきっかけができたのではないかと
思っています。また、親睦委員会に属していない入会三
年未満の会員さんに、親睦会の打ち合わせ会に参加させ

てほしいとの大変ありがたいご意見を頂きまして、さっ
そく、新年会の打ち合わせ会にたくさんの会員さんに参
加して頂き、親睦の機会として貴重な時間を旧友できま
した。後期につきましても、会員の親睦が図れるように
委員会一丸となって努力いたします。
○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
年度初めのスタート時は、
かなりの好成績でした。20 年
振りのホーム出席率 100％達
成も今一歩というところでし
た。しかし、このところホー
ム出席率 70％台がしばらく
続いているので、例会出席は、ロータリアンの最も大切
な義務の一つですから、出席委員会としても改善される
よう手段を講じようと考えています。
○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
会員研修を四半期に１回計画
している。
第１回は１０月２７日、シー
ガイアで開催された西都、佐土
原、高鍋３クラブ合同研修に参
加した。内容は「わたしの職業
宣言」について岩切昇（西都），
岩切正司（佐土原）、永田英憲（高鍋）の３氏がそれぞ
れ発表をされた。
第２回は１１月２２日、例会のなかで「高鍋クラブの
今と昔」について卓話をされた。あと２回については半
年間のうちに実施したい。
新規会員研修については、８月３０日と１１月１日に
入会者がある度、オリエンテーションを実施した。
○クラブ会報委員会

会員の皆さん情報をお寄せ下さい。スペースのある限
り記載していきたいと思います。
最後にお願いとして、原稿はできるだけ早く、出来ま
したら月曜日の午前中までにメールでお願いします。

＜図師会長コメント＞
本日のクラブ協議会（半期報告）での各委員長さんの
報告ありがとうございました。
先ず、クラブ管理委員会の石田委員長さんには 4 つの
委員会をまとめて頂きありがとうございます。
プログラム委員会の木村委員長さんには内部卓話の充
実、各委員会の要望を聞き、プログラムを作成して頂き
ました。
親睦活動委員会の橋口委員長さんには 8 名の会員で親
睦を深める楽しい企画をして頂いております。
出席委員会の石井委員長さんには出席率の向上に努め
て頂き、100％出席の日を作って、葉書での案内をして頂
きました。尐し出席率が悪くなっておりますが、後期も
宜しくお願いします。
ロータリー情報委員会の尾﨑委員長さんにはベテラン
会員と共に新入会員のオリエンテーション、ロータリー
の情報の提供と意識高揚のため頑張って戴いておいます。
クラブ会報委員会の長谷川委員長さんには読んで楽し
く親睦に繋がる会報作成、誠にありがとうございます。
それぞれの委員会の皆さん半期お疲れ様でした。来週
は残り後半を予定していますので宜しくお願いします。

委員長 長谷川修身君
副委員長 杉尾義秀君

会員の皆様にはいつも協力
して頂き感謝しています。
活動の方針として読んで楽
しい親睦に繋がる会報の作成
とありますが、ほとんどの仕
事を事務局の財津さん、日高
君、木浦君におんぶにだっこでやっております。
今年度は、前期 1745 回から 1767 回の 28 会報約 60 ペ
ージ発行しております。訂正は日付けの間違いが 1 回だ
けでした。
活動計画の①と②は計画通り進んでいますが、③の会
員の親睦を目的とした趣味、経験等を順次掲載する事で
親睦を深める事に努めるとありますが、現在のところ達
成されておりませんので、後半は力を入れていきたいと
思います。

1/3
1/10
1/17
1/24
1/31

1 月の例会案内
特別休会
夜間例会
新年会 （場所＝四季亭）
月初めのセレモニー
血圧測定
内部卓話＝平山英俊君 米山ランチ 理事会
外部卓話＝日高昭彦様
100 万ドル
プログラム委員会
ロータリー情報集会

お知らせ

年末年始の事務局休業期間について
12 月 28 日（金）～1 月 6 日（日）

皆様 良いお年をお迎え下さい！
1 月 10 日の新年会でお会いしましょう。

