第 1786 回

平成 25 年 5 月 16 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
我らの生業

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

本日の例会案内
＊クラブ協議会（年間報告）

＊

第 1785 回

＊血圧測定

例 会内 容

■会長の時間
会長 図師義孝君
皆さんこんにちは。
二週間のご無沙汰でござ
います。
先月の最終例会は、早朝
奉仕作業でした。多くの
方々に参加して頂き、早く
きれいに終わる事ができま
した。宮崎から日高さん、又、西都、川单、新富、木城
と遠方より参加頂き、ロータリーの原点を見させて頂い
たと思っております。社会奉仕委員長の福岡君、準備や
役場への連絡等大変ご苦労様でした。
皆さんに感謝です。
さて、５月になり、今月は次年度準備月間です。
次年度は、初例会早々、ガバナー公式訪問が予定され
ておりますので、今年度のクラブ協議会（年間報告）を
本日と、来週の２日間でさせて頂きます。
２６日の地区協議会後、プログラムを変更し、６月は
次年度の役員さんに行動して頂く事になります。理事の
方々のご協力を頂きながら、会長エレクトの石田君と次
年度に向けて頑張ります。会員の皆様よろしくお願いし
ます。今日もロータリーを楽しんで下さい。
＜理事会報告＞
１．高鍋クラブ歯車会（慰労会・就任祝）への助成金
15,000 円を 承認

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
5 月の月間テーマ
次年度準備月間
次回例会 5 月 23 日（1787 回）
＊明倫賞授与式
＊プログラム委員会
■幹事報告
幹事 山口順一君
＜文書案内＞
＊人道的補助金専門家グループ
登録書式の件
＊第 42 回ローターアクト幹部
研修会のご案内
日時 25 年 6 月 8 日～9 日
場所 国分総合福祉センター
＊ローターアクト第 3 回連絡協議会資料送付
＊2012-2013 年度ガバナーノミニー確定のお知らせ
田中俊實（たなかとしざね）
氏 鹿屋ロータリークラブ）
＊第 2 回中部分区クラブ会長幹事親睦ゴルフ大会の案内
日時 平成 25 年 6 月 29 日（土）9：00 集合
場所 UMK カントリークラブ
参加費 3000 円
＊2730 地区 facebook 研究グループ案内と登録のお願い
＊西都ロータリークラブより 5 月の例会案内
＊佐土原ロータリークラブより 5 月の例会案内
＊ロータリー財団地域セミナー開催のお知らせ
☆月初めのセレモニー

柴垣君 米寿おめでとう！

お誕生日おめでとう 鍋倉君 河原君 柴垣君 橋口君

結婚記念日おめでとう

向山君 平山君 茂木君

■出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率

出席委員 向山健一君
50 名
34 名
68.00％
78.00％

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 橋口清和君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
柴垣復生君 誕生日 88 歳（兼） 結婚記念日 58 回目
5 月 4 日はダブルです。まだ当分は元気にゴルフが出
来そうです。
茂木晃君 結婚記念祝のお礼。
向山健一君 結婚記念祝有難うございます。
橋口清和君 誕生日お祝のお返しとして。6 台目の大型
バスを導入いたしました。
鍋倉春代君 誕生日祝のお返しとして。55 歳になります。
河原好秋君 「ミスタープロ野球」長島茂雄様の国民栄
誉賞受賞を祝って。
☆クラブ協議会（年間報告）
○ＳＡＡ
正 SAA 福本幸良君
副 SAA 青木善明君
副 SAA 河原好秋君
秩序・気品・風紀の３原則
の遵守のもと、下記の５項目
の活動計画を立てましたが、
①１２時３０分の点鐘後のラ
ンチタイムとする。
②喫煙による例会中の離席や
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。
③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。

④ピアノ演奏の継続。
⑤出席委員会との連携による、無断欠席の撲滅。
①、④はさておき、②の離席・私語は、ほとんど見受け
られませんでした。③については、大きく時間計画が生
じることなく運営できたが、ロータリー情報委員会の尾
崎委員長の協力を得て、時間が余った場合、常に待機し
て頂いた事に感謝いたします。⑤に関しては、相変わら
ず数名の無断欠席があったが、個人的見解を言わせて頂
くならば、ロータリー以前の問題ではないかと思われま
す。青木・河原両副 SAA の協力のもと、何とか１年務め
ることができましたが、変化に乏しく、マンネリ化して
しまった事が反省点としてあげられます。
○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 11 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。
親睦活動は、4 回のイベ
ントの内、染が丘での屋外観月会が特に印象的でした。
親睦委員会の数回にわたる委員会開催、その中に入会
3 年未満の会員も入れての広範囲に及ぶ委員会は、今後
に繋がる仕掛けと感じました。
出席委員会は、100％出席例会を 2 回企画し、あと少し
のところまで到達致しました。100％出席は、次年度への
持ち越しとなってしまったが無断欠席が減少した実績を
評価したい。
プログラム委員会は、
年間 48 回の例会企画で大きな変
更もなくスムーズな例会運営の礎を築いて頂きました。
その中でも外部卓話の充実は中身の濃いものであった。
情報委員会は、新入会員のオリエンテーションと歓迎
会を数回開催され四半期ごとの研修に情熱を傾けられた。
四委員会の委員長を筆頭に素晴らしい活動ができまし
た。無駄の無い、明るく、元気に会員が参加できるクラ
ブ運営が出来ましたことに感謝申し上げます。
○プログラム委員会
委員長 木村貞夫君
プログラム委員会は、クラ
ブ管理運営委員会（石田君）
の下、委員長が私木村と、副
委員長に野添勝久君、委員に
河野洋一君でスタートしまし
たが、
皆現職のトップであり、
中々話し合いの場を持てない
まま、充実したプログラムでなかったのが少々残念な一
年でした。
その中でもその月々のロータリー強調月間に順じたプ
ログラムを作り、
特に外部卓話に力を入れたつもりです。
保健所の衛生課長の話から始まり、えほんの郷村長の

黒木郁朝様、日高昭彦川单町長、宮崎西 RC の金丸憲史様
の職場のパワハラやセクハラについての話をして頂き、
最後の外部卓話は、前高鍋西中学校長畠山茂子様の教育
現場での苦労話や今後の中学校教育の在り方について熱
く語って頂きました。それぞれが大変参考になったと思
います。
又、新入会員の皆様や会員の皆様にも進んで話をして
頂き、感謝申し上げます。
これからも例会に進んで出席し、友情の絆を深めて参
りましょう。
○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
委員 道北淳朗君 野田俊一君 緒方郁男君
後期これまでに、新年会、
観桜会を実施致しましたが、
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、後期も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いただき、
ご意見をいただきまして、
親睦がさらに深まったものと、
自負しています。
○会計
正会計 鍋倉春代君
正会計に私鍋倉と副会計に
岩下君と財津さんにはいつも
迷惑をかけながら、努力して
もらっています。本当にあり
がとうございます。
会費は、ほとんどの方が月
初めに入金して頂いています
ので何も問題はありません。ただ若干一名の方が滞納さ
れていて、出席の方も中々できないみたいなので、電話
やメールをさせていただきました。まだ二ヶ月あります
が、6 月中には入金してもらえそうです。
口座引き落としは、今期も力を入れてきましたので、
新入会員の方には引き落としを進めてきました。
それで、
今期は会員 1 名と、新入会員２名の方が口座引き落とし
をして頂きました。ありがとうございました。
決算はまだですが出来次第、皆様にご報告をしたいと
思います。。

新「ロータリーの目的」
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
付記
「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく
重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ
ればならないものであるということで、RI 理事会
の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020）

『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

高鍋ロータリークラブ事務局 の連絡先
原稿は下記のメールアドレスへ送信をお願いします。
TEL・FAX ： 0983-21-1636
E-mail
： info@takanabe-rotary.jp
ホームページ： ｈｔｔｐ//ｗｗｗ.takanabe-rotary.jp

