
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■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。 

今日は今年最後の例会で

す。先週に引き続きクラブ

協議会（半期報告）です。 

各委員長さん宜しくお願

いします。 

先日（17日）は、高鍋、西都、佐土原の三クラブ合同

の歯車会ゴルフコンペがあり、２３名の参加で大変盛り

上りました。今回は、高鍋がお世話役で参加された会員

の皆様お疲れ様でした。 

今、ノロウイルスでの感染性胃腸炎が流行しておりま

す。食物から、また、外部からウイルスが侵入する場合

もあり、手洗いの励行を徹底されたら良いと思います。 

本で読んだのですが、山のカキには、タンニンという

ノロウイルスを抑える成分が含まれているそうです。ポ

ルフェノールに似た成分だそうです。食後のデザートに 

カキを食べられたら良いかも？ 

 今年後、半期が終わりました。大変お世話になりまし

た。来年も宜しくお願い致します。 

今日もロータリーを楽しんで下さい。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■幹事報告           幹事 山口順一君 

＜文書案内＞ 

＊鹿児島RC創立60周年記念 

 式典・祝賀会のご案内 

 日時 平成25年3月16日 

    記念式典 16：00～ 

    祝賀会  18：00～ 

 場所 城山観光ホテル 

＊西都RC１月の例会案内   1/1休会   

1/8クラブフォーラム  1/15夜間例会＆新年会 

   1/22会員卓話   1/29IM報告 

＊佐土原RC１月例会案内   1/2休会 

   1/9夜間例会＆新年会  1/16クラブフォーラム 

   1/23会員卓話   1/30会員卓話・IM報告 

＊なでしこ2730委員会全体会議のご案内 

  日時 平成25年1月20日（日）12：00～15：00 

  場所 ホテル中山荘  会費 2,000円 

 

■出席報告       出席委員長 石井秀隣君 

出席状況          

会  員  数 49名 

出 席 会 員 数 41名 

ホーム出席率 85.42％ 

前々回修正出席率 82.98％ 

 

  

 

 

 

第 1769 回 平成 25 年 1 月 10 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

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 

1月の月間テーマ  

  ロータリー理解推進月間 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．次週例会案内 

10．点   鐘 

 

    新年会 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  君が代・奉仕の理想 

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   会場＝四季亭 

＊夜間例会 18：30～  ＊月初めのセレモニー 

＊新年会  19：00～ 

 

 

 ＊ 

 

 

 

 

次週例会案内； 1月 17日（1770回） 

＊会員卓話―平山英俊君  ＊血圧測定 

  ＊米山ランチ  ＊例会終了後理事会 

第 1768 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 橋口清和君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

図師義孝君 半期が終わりま 

した。皆さまのご協力に感 

謝致します。来年も宜しく 

お願いします。 

黒木敏之君 2012年は財団・ 

米山へのご寄付をありがとうございました。2013年も 

宜しくお願い致します。 

橋口清和君 先週は親睦委員会打合せ会を開催し、入会 

3年未満の会員さんもたくさん参加頂き大変盛り上り 

ました。又、翌日会員さんが会社に見えてお礼をいた 

だき感謝感激でした。次回も宜しくお願い致します。 

岩切洋君 はやりに敏感な私は、先日ノロウイルスにか 

かりました。歯車会欠席して申し訳ありませんでした。 

坂田師通君 今年1年色々と勉強させていただきました。 

 ありがとうございます。来年も宜しくお願いします。 

野田俊一君 8月2日入会の野田です。あっという間の 

5ヶ月でしたが、来年も宜しくお願い致します。 

 

☆年次総会 

2012～2013年度 役員及び理事 （敬称略） 
役     員 

会    長 

副会長  (会長エレクト) 

幹    事 

会    計 

正ＳＡＡ 

直前会長  

石田  喜克 

武末 喜久治 

岩切   洋 

鍋倉  春代 

井上  博功 

図師  義孝 

 

理    事     

武末 喜久治   黒木 敏之  福岡 直樹 

河野 洋一    中武 泰一郎 

 

 

☆クラブ協議会＝半期報告 

○クラブ広報委員会      委員長 日髙 茂君 

クラブ広報委員会は２つの

委員会で、広報雑誌インター

ネット委員長は木浦君、会報

委員長長谷川君が担当して、

それぞれ成果を上げてくれて

います。 

会報委員会担当の、クラブ会報は毎週例会で配布され

ますのでご覧いただいており、お分かりのとおり良く出

来ていると思います。（内容は先週報告） 

広報雑誌インターネット委員会は、インターネットに

特定すれば、高い頻度で皆様にホームページを開いて頂

ける様に内容等を改善行くことが、課題として残ってい

ると思いますので、更に取り組んでいきたいと考えます。 

詳しくは委員長木浦君から報告が有ります。 

○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 

 活動方針として、RIが実践

項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。 

半期活動実績としては、今年度に入りホームページを

一部リニューアルしました。狙いは高鍋クラブのホーム

ページ上で表現できていなかった“ロータリークラブと

はどういう活動をしているグループなのかということが

今までのホームページではいまいち分かりづらかったの

で、RI日本事務所と地区ページへ直接ジャンプできるよ

うにそれぞれバナー広告を入れて、その疑問に対し基本

的な説明をリンク先で済ませるような仕組みを取り入れ

てみました。その他そのバナー広告の部分にあった、RI

会長の標榜とエンブレムを毎年更新しなくてもよい事に

よるコスト削減も図れたのではないかと考えております。 

年度初めに今までの無償配布先であった木城町絵本の

里、内田病院の２件を入れ替えて人目に触れる機会をも

っと増やそうということで、現会員である高鍋信用金庫

さんと坂田病院さん待合スペースに置いて頂けるように

お願いしました。月初めに５分程度時間を頂けるよう

SAAにお願いし、田中作次RI会長のメッセージを中心と

した記事紹介や、地区がらみの記事を紹介しています。 

 

○奉仕プロジェクト委員会    委員長 桑野倫夫君 

私が初めて受け持つことに

なりました委員会で、正直に

言いまして何をして良いのか

わからないまま半年が過ぎて

しまいました。後半は、(職業

奉仕）(社会奉仕）(国際奉仕）

(新世代、アクト）の4つの委員会の委員長さんと連携を

取りながら活動していきたいと考えておりますので、反

省になりましたが今後宜しくお願いします。 

 

○職業奉仕委員会         委員長 岩切 洋君 

副委員長に岩村君、委員に柴垣

君、3 名で今期の活動方針「職

業奉仕こそがロータリーのロー

タリーたるゆえん」に乗っ取り

活動してきました。 

半期を終えて、委員会活動の

メインでもあります職場訪問は、石田君の紹介を頂き今

回、川单漁港を計画したのですが、残念ながら台風接近

の影響で競りが中止となり、職場を訪問することが出来

ませんでした。しかし、昼食で「あさしお丸」の海鮮丼 

を皆さんで頂き、ゲストに、元会員で現川单日高町長も 

来て頂き、盛り上げて頂きました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



残り半期は明倫賞の贈呈に向け、社会奉仕委員会と合

同で取り組んでいきたいと思います。 

 

○新世代・ロータアクト委員会  委員長 藤本範行君 

      副委員長 三原正宏君  委員 茂木晃君 

新世代委員会主催のライラへ

の参加をありがとうございます。

ロータアクトは、今年度から会

長に田中君、幹事に三原君が就

任して活動しています。長く幹

事を務めてきた鍋倉君が仕事の

都合上、例会に出られなくなり、活動が停滞気味です。

坂田君の紹介で、新入女性会員が入会予定ですが、まだ

受け入れ態勢が出来ていない現状です。後期に巻き返し

を図りたいと思っています。皆さん、会社内や、身近に

いる元気のある若者を、是非とも紹介してください。 

 

○国際奉仕委員会  

委員長 中武泰一郎君  委員 岡島達雄君 

半期はさしたる活動はござい

ませんでした。後期は下記の２

点を実施してまいります。 

① 上杉米沢ロータリークラブ

50 周年（平成 25年 5 月 18

日）年明けには会員の皆様へ

参加の呼び掛けを行う予定

です。多数の参加を宜しくお願いいたします。 

② 世界理解月間における卓話（平成 25年2月21日）現

状のインフレ経済の中で、日銀の果たすべき役割につ

いての感心が高っております。日銀宮崎事務所の担当

者においでいただき、日本経済の現状日銀の役割・地

域経済の現状等について卓話をして頂く予定です。 

 

○ロータリー財団・米山委員会  

委員長 黒木敏之君  副委員長 田中春敏君 

 ロータリー財団と米山奨学

金の啓もう活動に力を注いだ

半年間でした。財団と米山の

使命が会員に理解され、寄付

や基金への協力が積極的にな

ったとすればありがたいこと

です。後半は、会員の皆様に、一人 100ドルの年次寄付

の達成とポールハリスフェロー、ベネファクター、米山

功労者の誕生に努力して参ります。 

 

○ＳＡＡ          正ＳＡＡ  福本幸良君 

青木副SAA、河原副SAAの 

協力のもと何とか運営できた 

かなあと思っています。特に、 

青木副ＳＡＡには、早くから 

準備をしていただき、ありが 

たく思っております。 

 活動計画にある、例会中離席、あからさまな私語は例

年に比べ減少しています。しかし、無断欠席による、昼

食の準備の無駄等の撲滅には至っておりません。後期の

架台とさせていただきます。 

 

○会計  会計 鍋倉春代君  副会計 岩下盛朗君 

 活動方針としてクラブ定款・

細則に基づき、すべての資金を

管理・保管し、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。 

 活動計画の会費はほとんどの

会員の方が納めてもらっています。2～3名の会員の方が

遅れていますが、前もって声掛けをするようにしていま

す。口座引き落としも1名の方がしてくれました。あり

がとうございました。前期半年終わりましたが、あと半

年会員の皆様の協力を頂き頑張りたいと思います。 

 

○会員増強・分類選考委員会   委員長 井上博功君 

     副委員長 平山英俊君  委員 松尾正博君 

最近なにかしら気合が入らな

い状態です。先週は尾﨑さんに

嫌みを言われました。年次計画

報告書を忘れていました。すぐ

横に座っていたのが尾﨑さんで

したので、借りようと思って手

を出したら、「私が先だから終わったら貸しますから、

あわてるな！」と叱られました。しかし、僕のあわてぶ

りを見て、見事ぎりぎりまで時間を使っていただき助か

りました。半期が過ぎようとしていますが、まだ何もし

ていない状態です。５５人と言う目標設定にしています

が、いまだ４９名です。あと１名で５０人になるのです

が、今のところ２名の候補者がいます。早いうちに理事

会を通して皆さんに講評したいと思います。 

 

○社会奉仕委員会       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 

 11月29日に高鍋警察署の 

野間剛志刑事課長の卓話を実施。 

12月 7日に 12名の会員参加

でくらし館とジョイアス前で赤

い羽根共同募金街頭募金を実施。 

例会時にも募金箱をまわして

会員の皆様のご協力も頂きました。感謝します。 

後期も宜しくお願いします。 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


