第 1790 回

平成 25 年 6 月 13 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
12．

本日の例会案内
＊クラブ協議会―次年度活動計画
＊血圧測定
＊

第 1789 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。
先週は、現・次期合同理
事会でした。理事会の報告
をさせて頂きます。
１．次年度委員会構成表
（一部訂正案）の件 承認
２．１の件につきクラブ細則一部変更の件 承認
３．次年度クラブ会費の件
現状維持で承認
４．事務局員の給与・雇用契約の件 承認
５．ガバナー公式訪問の件
承認
６．クールビズ実施について
6 月～9 月実施で承認
本日と来週は、石田年度のクラブ協議会となっており
ます。新しい委員会、委員長さんの活動方針・活動計画
の発表があり、次年度へ向けてのスタートです。
私達の年度も残り 1 ヶ月となりました。
最後まで頑張りたいと思います。
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 20 日（1791 回）
＊公式訪問前のクラブ協議会
＊次年度プログラム委員会
■幹事報告
幹事 山口順一君
＜文書案内＞
＊ローターアクトクラブ第 1 回
地区連絡協議会のご案内
日時 平成 25 年 7 月 7 日
10：00～14：30
場所 国分総合福祉センター
＊2011-12 年度会長幹事会案内
＊蚊口浜ビーチクリーン活動
日時 平成 25 年 7 月 7 日(日)午前 6 時～1 時間位
場所 高鍋海水浴場 秋山商店前
（持参＝帽子・タオル・水分・ごみ袋・軍手）
＊ガバナー公式訪問についてのお願い
■月初めのセレモニー
6 月の結婚記念日おめでとう！

図師君

島子君

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 橋口清和君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
島子勝芳君 結婚記念祝ありがとうございます。
図師義孝君 結婚記念祝いのお返しとして。ありがとう
ございます。
石田喜克君 クラブ協議会への出席・参加を頂きまして
感謝申し上げます。ありがとうございました。
山口順一君 二人目の孫が出来ました。はるなと言いま
す。又、五年の修業を終えて埻玉から次男夫婦が帰っ
てきました。宜しくお願いします。
■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
クラブ協議会

出席副委員長 河原好秋
50 名
35 名
71.43％
87.76％
2013―2014 年度会長 石田喜克君

ロン・バートンＲＩ会長の
提唱するテーマに則し、会員
全員で行動を起こす。
RI テーマ
『ロータリーを実践し
みんなに豊かな人生を』
第 2730 地区基本方針
『職業奉仕の実 践』ミッション・パッション・ビジョン
１．クラブ会員事業の闊達化
２．地域社会への貢献
３．国際社会分野への貢献
４．新世代の育成
高鍋ロータリークラブテーマ 年間重点目標
『みんなで力を合わせて行動を』
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『未来の夢計画』
（申請中）の実現・実行
2 年後の 40 周年事業に向けた基礎づくり
会員増強、会員 55 名の達成 （純増 4％）
例会の充実と例会出席率 100％への挑戦
クラブ研修リーダーを中心に情報集会・研修会開催
卓話の充実（内部・外部）
ＲＩ会長賞にチャレンジする
第 7 回 高鍋ロータリーカップミニラグビー大主催
明倫賞の授与
米沢上杉 RC との交流
千本桜の点検・補修
地区大会、IM、地区協議会等地区行事へ積極的な参加
ロータリー財団、米山財団、にこにこ BOX 募金推奨

ロン・バートン RI 会長は『ロータリーを実践し みん
なに豊かな人生を』を掲げられました。26 年前にポリオ
撲滅の活動で率先垂範して行動を起こされた 1 人でもあ

ります。ロータリーの色々な部門に関わり、かつ、行動
をおこしてこられ成果を上げられております。ロータリ
アンが関われば、
また、
ロータリアンが積極的になれば、
人々の人生を豊かにすることができると述べられており
ます。会員の皆さんがどれほどの達成を遂げようと、本
年度にどのような奉仕を行おうと、
一番豊かになるのは、
みなさん自身の人生だと断言されております。この言葉
は、
『最もよく奉仕するもの、最も多く報いられる』とい
う、ロータリー標語の意味するものであり、奉仕の理念
の原点だと思います。
本年度は、
高鍋ロータリークラブの 37 年間を振り返り、
そして、2 年後の 40 周年を迎えるに当たり会員相互が一
致団結して行動を起こす事が出来るよう環境整備をさせ
て頂きたく存じます。
そして、職業奉仕の理想を追求しつつ実践行動を起こ
し、第 2730 地区の「9 のプラン」をイメージしながら、
高鍋ロータリークラブの重点目標をひとつずつクリアー
していく考えです。
ロータリーを楽しみ、友情を培いながら職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、新世代奉仕、クラブ奉仕の五大奉仕
に積極的に関与して頂き、結果として会員自身が一番豊
かになって頂けるよう運営させて頂く所存です。
たとえ、
1 人の力は小さくても、50 名の力が合体すれば最高のパ
ワーとして活動・活躍できると信じております。是非得
意な分野で力をお貸し下さい。そのパワーの源が、高鍋
ロータリークラブの未来へ繋がっていくものと信じてお
ります。高鍋ロータリークラブの更なる活性化・継続の
為に、一歩でも「前へ」の精神で精進させて頂きます。
会員の皆様のご支援ご協力を宜しくお願い申し上げます。
☆ロータリー情報委員会 次年度委員長 平山英俊君
一、ロータリー会員にロータリ
ー知識を勉強して頂くような
情報を提供する、これ即ち研
修です。我が地区は様変わり
して、情報委員会なんてあり
ません。いつの間にかクラブ
研修委員会になっている。で
も何故か高鍋クラブには定款第 8 条にロータリー情報
委員会が残っている。
二、本年は、日高茂副委員長には研修資料の準備をお願
いし、永田英徳委員には過去の大きな研修実績がある
ので種々な計画を考えて頂きたい。
三、今年の活動方針と計画の内、私が特に力を入れたい
のは会員間の情報交換です。親睦を目的とした語りか
け、話し合いの情報交換を重視していきたい。情報交
換も情報委員会のなすべき範疇の一つだと思います。
ロータリアンの義務に出席があります。出席したから
には、折角会費を払って来たんだから 異業種の人達
と大いに接触して、自分のためになる情報を仕入れて
下さい。当年度の「情報委員会」は「情報やりとり委
員会」にするのが私の願いです。

