第 1789 回

平成 25 年 6 月 6 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
国歌斉唱・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

７．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．クラブ協議会
11．次週例会案内
12．点 鐘

本日の例会案内
＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー
結婚記念祝 3 名
＊クラブ協議会―次年度活動計画

＊

第 1788 回

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。
5 月も今日の例会が最
後になりました。今月は
次年度準備月間というこ
とで、地区協議会がシー
ガイアサミットホールで行われ、次年度会長、幹事他関
係委員長さん 12 名で参加してきました。
本日は、地区協議会の報告、また、石田会長エレクト
より“所信”、2013-2014 年度のクラブ運営の基本方針
と RI のテーマ、第 2730 地区ガバナーの基本方針等、
クラブのテーマ、年間重点目標が発表されます。
本日の夜に現・新役員理事の合同理事会と各委員長の
引き継ぎ会が予定されています。
次年度は、7 月 4 日の初例会日がガバナー公式訪問で
すので、前倒しで 6 月には第 1 週、第 2 週例会日を次年
度のクラブ協議会を開催。次年度活動方針・計画の発表
をさせていただきます。会員の皆さんのご理解とご協力
をお願いします。
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
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦活動月間
次回例会 6 月 13 日（1790 回）
＊クラブ協議会―次年度活動計画
＊血圧測定

☆ポールハリスフェロー受賞
おめでとうございます！

石田君 と 岡島君

島子君（ＰＨＦ＋２）
本日のビジター

佐土原 RC 大久保君

■幹事報告
＜文書案内＞
＊6 月のロータリーレート
1 ドル＝100 円
＊クラブのメールアドレス
登録について
＊西都ＲＣ6 月例会案内
＊佐土原ＲＣ6 月例会案内
■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

幹事 山口順一君

出席副委員長 河原好秋君
50 名
35 名
71.43％
87.76％

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 橋口清和君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
岡島達雄君 ポールハリスフェローを受賞できて嬉しく
思います。これからも頑張りますのでよろしくお願い
致します。
■2013-2014 年度のための地区協議会に参加して
2012～2013 年度 会長エレクト
石田喜克君
新年度の役員理事・委員長
12 名で 5 月 26 日（日）に、
サミットホールでの地区協議
会に参加致しました。
最後列当たりに陣取り全体
会議が始まりました。
大迫三郎ガバナーエレクト
の新年度の運営方針説明等は、午前中とあって、しっか
りと理解できました。決して参加メンバーは、居眠りは
しておりませんでした。
今回は、部門別に担当者からの限られた時間での説明
のみで、理解しづらい面が多々あったかに思います。部
門別に部屋分けしての部門会議がベターじゃないかと思
います。
東京銀座 RC の市川伊佐夫様の
「職業奉仕こそロータリ
ー・ロータリーの変革」とだいしての講演は、すばらし
いロータリアンになる為の最高のお話であった。
自分の持っているもので人助けをする。
職業をもって、
社会に奉仕する。と述べられたときには、ビビ～と伝わ
ってくる何かを感じました。そして、歴史は現在を中心
に廻っている。高い理想と高い夢を持って行動すること
が、みんなが豊かな人生を過ごせるようになって行くと
断言されたように感じました。
四つのテストに照らし合わせながら、職業で奉仕でき
るよう精進しなくてはいけないと再確認させられました。
ここで、2013 年度の地区目標・長期計画を明示させて
頂きます。

地区の戦略計画（9 のプラン）と具体的目標（5 年計画）
9 のプラン
2012 年
2017 年
1 クラブの拡大
64 クラブ →
69 クラブ
2 小規模クラブの 20 人以下 →
20 人以下
解消
8 クラブ
0 クラブ
3 1/1000 人のロー 2,350 人 →
2800 人年増
タリアン
4％
4 例会重視・出席率
85％
→
95％
5 研修の充実
大方の
→
全クラブ
クラブ
6 女性会員
6.2％
→
15％
7 インターアクト
全国 4 位 →
全国 1 位
クラブ
全国 2 位
全国 1 位
ロータアクトクラブ

8 ロータリー財団
米山記念奨学会
9 RI 会長賞参加

全国下位

→

全国平均

少数の
クラブ

→

半分以上の
クラブ

以上の事を踏まえて、
高鍋ロータリークラブの基本方針、
活動方針、年間計画、重点活動目標を早めに提示し、会
員全員で少しずつ前へ歩を進めて行こうと決心致しまし
た。今後とも、皆様のご支援・ご協力を承りますようお
願い申し上げます。
■2013-2014 年度のための地区協議会報告
次年度ロータリー情報委員長 平山英俊君
一、
地区協議会は 12 年振り
の参加、その様変わりに
は驚く。以前は午前中に
全体会議、午後に各委員
会に分かれての部門会議
であったが、今回は全体
会議と部門会議を一緒に
開催、地区委員長 26 名が入れ替わり立ち替わり登壇、
それぞれの活動方針等を発表し忙しい。
二、出席状況は、空席が多く余り良くない、クラブ委員
会 22 名の出席要請であるが、高鍋 RC は 12 名、西都・
佐土原両 RC は各 7 名で、クラブ方針によると思うが、
一寸少ないのが残念。
三、協議会の運営・進行で気がついたこと
連絡案内が不十分、ガバナー補佐の昼食場所が事前に
案内されていない等々。閉会のガバナー点鐘前に会議
終了・解散をやってしまった。しかし、年間の研修計
画を折り込んだ
「地区研修要覧」
は立派にできており、
これは全クラブの指針となる。
四、記念講演は東京銀座 RC の市川伊三夫氏、慶忚ボー
イで三菱銀行 40 年のキャリア、年齢 85 歳であるが、
矍鑠として雄弁、大迫ガバナーが東京の会長エレク
トセミナーで、非常に感銘を受けたので、宮崎に呼
んだとか。
ＲＣは自分の職業をもって社会奉仕をするのが基本

独立自尊の精神を忘れるな。葛飾北斎、本田総一郎、
松下幸之助等の偉人から学んだことが多い。との話
が印象的であった。
■2013-2014 年度のための地区協議会報告
次年度親睦活動委員長 木浦亨英君
先日 26 日日曜日シーガ
イアで行われた地区協議会
に参加しました。
今回の地区協議会は、昨
年のように全体会議の後、
各分科会に分かれて地区の
方針を地区委員長が説明す
る容ではなく、合同会議というような方法でした。

■2013-2014 年度のための地区協議会報告
次年度プログラム委員長 橋口清和君
2013－2014 年度
国際ロータリー2730 地区目標
○職業奉仕（会員事業活達化）
○会員増強 年純増４％
○女性会員増強 年純増 40％
○ロータリーブランド認知
ミッション・パッション・ビジョン
以上の地区目標に沿ってプログラムの充実をはかる事

6 月の例会案内
6/6

2730 地区 2013－2014 の目標は
【職業奉仕】
【会員増強 年純増 4％】
【女性会員増強 年純増 40％】
【ロータリーブランドの認知】
目標を達成するための行動指針として
“ミッション・パッション・ビジョン”
昨年までと変更になった点について説明があり
クラブ奉仕
クラブ奉仕
職業奉仕
職業奉仕
社会奉仕
社会奉仕
国際奉仕
国際奉仕
新世代奉仕
青少年奉仕に変更になった
そうです。
私は、次年度親睦活動委員長という立場で今回の地区
協議会に参加しましたので、2730 地区の親睦活動の目標
について報告いたします。
ロータリーの原点は親睦にある。この委員会の目的は
会員間の友情と親睦を深め協力してそのエネルギーをロ
ータリーの５大奉仕活動に転嫁することである。そのた
め地区内クラブによるロータリー親睦活動への参加を促
す。
例会における会員間の親睦のみならず家族や他クラブ
会員との友情を増進するような親睦プログラムの企画実
施を支援する。
地区大会・国際大会への家族同伴出席や家庭集会を奨
励する。
共通の職業的関心やレクリエーションへの関心をもつ
ロータリアン同士の親睦プログラムの企画・実施ならび
に活動への参加を促す。
フェローシップ精神に基づく親睦活動グループのＲＩ
公式認定を支援する。
以上が 2730 地区次年度親睦委員会活動の目標になり
ます。

月初めのセレモニー
米山ランチ
クラブ協議会―次年度の活動方針・計画
6/13 クラブ協議会―次年度の活動方針・計画
血圧測定
6/20 公式訪問前のクラブ協議会
次年度プログラム委員会
6/27 三役退任挨拶
100 万ドル
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＝米沢上杉ロータリークラブ創立 50 周年へ参加＝
友好クラブとして 10 年目を迎えました。

