武 末 喜久治

第 1795 回

平成 25 年 7 月 18 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．会員卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊会員卓話（職業卓話－石田君）
＊会員卓話（世界大会報告―藤本君）
＊100 万ドル
＊プログラム委員会

第 1794 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
先週の公式訪問の際は、
41 名の出席を頂きまして
ありがとうございました。
クラブフォーラムでの福本
君、木浦君、木村君の 3 名
より発表を頂きまして感謝
申し上げます。
大迫三郎ガバナーからも素晴らしい訪問ができて、最
高でしたとの事でした。みなさまに宜しくお伝えくださ
いと申し添えられました。
そして、7 月 7 日の早朝 6 時からの蚊口浜ビーチクリ
ーンに 20 名位のロータリアンが参加して頂きました。
ありがとうございました。
先週のあいさつの中で重要なことをお伝えしておりま
せんでした。 お詫びと御礼を申し上げます。 森幸子さ
ん、本年度もピアノ生演奏を継続実施して頂きまして心
から感謝申し上げます。演奏曲の紹介を先週から取り入
れさせて頂きましたが、如何でしょうか？
茂木晃君におかれましては、長きにわたり血圧測定を
毎月実施して頂きまして感謝申し上げます。 新年度も
継続的に開催して頂く事になっており、本日から測定を
して頂きました。本当にありがとうございます。そして

2730 地区ガバナー

大迫 三郎

中部分区ガバナー補佐
尾﨑 敏弘
第 2730 地区テーマ
『職業奉仕の実践』『感動』
高鍋ロータリークラブテーマ
『みんなで力を合わせて行動を』
7 月の月間テーマ
クラブ親睦月間
次週例会案内；7 月 25 日（1796 回）
＊夜間例会 18：30～
会場；四季亭
＊新年度親睦会 19：00～
福岡直樹君は、例会会場を和ませてくれる花を無料提供
して頂きまして、御礼を申し上げます。長期に渡りあり
がとうございます。皆様のお力添えがあってこそ、例会
などが成り立っていることを実感している次第です。
先週の大迫ガバナーとの懇談会の席上で、地区クラブ
研修委員会の委員補充を早急に高鍋 RC より選出指名し
て欲しいと要望がありました。本日の理事会で審議させ
て頂きますので、
決定次第皆様にご報告させて頂きます。
100％例会出席の方々におかれましては、
なお一層の記
録更新にチャレンジして頂きます事をお願い申し上げま
す。本当におめでとうございました。
1 週間遅くなりましたが、月初めのセレモニーを本日、
実施させて頂きます。申し訳ございませんでした。7 月
のみ…月間というネーミングがありませんが、何かご希
望の言葉がありましたら、教えてください。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！
■幹事報告
＜文書案内＞
＊ガバナーよりの委嘱状
＊高鍋海水浴場ビーチクリー
ン活動参加のお礼
＊ロータリー米山奨学会より
1000 万円達成クラブ表彰
についてのご案内
＊山下直前ガバナーよりお礼

幹事 岩切 洋君

＜理事会報告＞
1.地区クラブ研修委員補充の件 岡島達雄君に決定承認
2.クラブ研修リーダー補充の件 岡島達雄君に決定承認
3.会員退会に伴う委員会欠員補充の件
ロータリー情報委員に藤本範行君 承認
職業奉仕委員に山口順一君
承認
4.年間プログラムの 7 月月間テーマをクラブ親睦で承認

☆誕生日おめでとう！

☆前年度図師会長、山口幹事一年間ご苦労様でした。
木村君 茂木君 岩村君 向山君

☆結婚記念日おめでとう！

☆前年度出席 100％表彰者

森本君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 木浦亨英君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

連続 36 年出席 100％の茂木君

36 年
34 年
33 年
33 年
32 年
31 年
21 年
18 年
18 年
17 年
17 年
13 年
12 年
12 年

前年度出席委員長 石井君

茂木 晃 (連続)
関
正夫(連続)
河原 好秋(連続)
岩下 盛朗
島子 勝芳
向山 健一
平山 英俊(連続)
桑野 倫夫
柴垣 復生
木村 貞夫(連続)
橋口 清和
井上 博功
中武泰一郎
岩村 文夫

■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

12 年
9年
7年
7年
6年
6年
5年
4年
2年
2年
1年
1年
1年
1年

尾﨑 敏弘(連続)
図師 義孝
岡島 達雄(連続)
日高
茂(連続)
石井 秀隣
石田 喜克
福本 幸良
藤本 範行
木浦 亨英(連続)
長谷川修身(連続)
山口 順一
青木 善明
坂田 師通
森本 直樹

出席委員長 野田俊一君
48 名
40 名
83.33％
85.42％

石田喜克君 茂木晃君の傘寿、
向山君の古希をお祝い申
し上げます。7 月の誕生日、
結婚記念祝いの方々おめで
とうございます。前年度
100％出席 28 名に感謝。
尾﨑敏弘君 本年度もよろしく。
向山健一君 誕生祝いと 100％出席表彰のお礼。
岩下盛朗君 新年度発足をお祝い申し上げます。
100％出席表彰ありがとうございます。
茂木晃君 誕生祝と出席 100％祝のお礼
関正夫君 出席 100％表彰のお返しとして。
木村貞夫君 ありがとうございます。67 歳になりました。
100％出席お祝いのお返し。
今年も健康に気を配って頑
張ります。
岩村文夫君 ありがとう
（祝ってくれる人がいるなんて）
石井秀隣君 多数の 100％出席ありがとうございました。
福本幸良君 100％出席表彰のお礼。
岡島達雄君 石田会長、岩切幹事のリーダーシップに期
待します。協力に引っ張っていって下さい。100％出席
でき嬉しいです。今後とも宜しくお願いします。
山口順一君 初めての 100％出席表彰ありがとうござい
ます。これからも頑張ります。
日高茂君 100％出席記念品のお返し。
木浦亨英君 100％出席祝のお返し。
森本直樹君 結婚記念祝いありがとうございます。来年
も祝ってもらえるように頑張ります。
坂田師通君 クラブ会報委員会では、皆様のプロフィー
ルと親睦に役立つ情報を募集しています。宜しくお願
いします。

■委員会報告
新世代・ローターアクト委員長 桑野倫夫君
今年から新世代・ローターア
クト委員会の委員長になり、会
員の皆様にもっと高鍋ローター
アクトの事を知って貰いたくて
貴重な例会時間を頂きました。
早速 7 月 1 日（月曜日）ＰＭ7
時 30 分からのアクトの例会に出席して参りました。
アク
トの例会日は何時にあるのか、すべて初めての経験ばか
りでした。皆さんは知っていますか、高鍋ロータリーア
クトの事を、例会は何時何処であるのか。
新年度のアクトの例会に我がクラブから同じ委員会の
（茂木君。河原君）3 名も参加しました。アクトの参加
は 3 名の参加でした。アクトの例会には、今年度の活動
方針にも掲げましたように、できるだけ参加してクラブ
の皆様に報告をし、意見を聞きながら取り組みたいと考
えております。
現在のアクトのメンバーは現在 5 名です。
（男性 3 名。女性 2 名）
2002 年 1 月 31 日に高鍋ローターアクトクラブが結成
され、早いもので 11 年の月日が経ちました。結成当時に
は 20 名の会員がいましたが現在は 5 名しかいません。
しかし、彼らなりに少ないメンバーだけど例会を行い
活動をしています。高鍋ローターアクトクラブの灯を消
すことは簡単ですが、11 年前に設立したのですからアク
トの灯を消さないようにする事も大切ではないでしょう
か。7 日の七夕の日曜日に地区ローターアクト第 1 回地
区連絡協議会が鹿児島の国分で開催され参加してまいり
ました。
この会も初めての参加でしたが 2730 地区にはア
クトクラブは 24 クラブあり会員数も 197 名います。
(宮崎は 6 クラブ。
鹿児島は 18 クラブ)これからも皆様
方へアクトの事を知って貰うためにも報告をしてまいり
ます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

副ＳＡＡ 青木君

広報雑誌ＩＴ委員長 岡島君

夜間例会＆新年度親睦会のご案内
日時 平成 25 年 7 月 25 日(木)18：30～
場所 四季亭
会費 3,000 円（当日徴収）
＊当日無断欠席は後日会費徴収致します。

「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）
四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真実かどうか
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか
４、みんなのためになるかどうか
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜メンバー紹介＞
岡島達雄君
１．職業
一級建築士、元大学教授（建築学）
２．家族
配偶者、子供２人
３．趣味
油絵、工作
４．座右の銘
心つくり
５．メッセージ ものつくり、人つくり、未来つくり
（元の職場のスローガンです）
福本幸良君
１. 職業
事務機器、文具販売
２．家族
妻(通子) 長男(明倫-独身) 次男(洋哉）
３．趣味
ゴルフ
４．座右の銘
鶏頭となるとも牛後となるなかれ
５．メッセージ ほどほどに生きる。中庸の凡
＜情報の広場＞
このコーナーでは、皆様の親睦に役立つ情報を常に
募集しています。
＜クラブ会報委員会より＞
今年の夏は特別に暑いようです。
ロータリアンも熱い。
熱中症には気をつけて下さい。

