
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君 

7月1日に就任して、

3回目の例会（1795回）

で、やっと普通にスタ

ートがきれたような感

じが致します。公式訪

問が第 1回目で慌ただ

しく終了し、先週もセ

レモニー等で終了してしまった感じがありました。 

そのように思うのは、私だけでしょうか？ 

小澤町長、鬼塚高鍋警察署長等への就任の挨拶周りも

先日やっと終了いたしました。段取りが悪くて、スムー

ズなスタートが出来ず大変申し訳ございませんでした。 

Fellowship:fellow などの言葉がロータリー用語にあ

りますが、意味を理解せずに使用しておりました。 

親睦活動委員会の皆様が例会時にタスキをかけて頂き

ながら活動をして頂いております。このタスキにもフェ

ローと書かれております。バースデー・ソングの中で

も、・・・ディア～フェローと入りますね。あまり気に

留めず使用しておりましたが、最近、何の意味があるの

だろうかと興味が湧き、調べてみました。 

ポール・ハリス・フェローに関しては、高鍋 RCでは、 

過去に 44 名の方々が認証されております。現会員でも

23名もいらっしゃいます。素晴らしい事だと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

マルチプルの方が10名もいらっしゃいます。すごいで

すね～ 8 段階あるマルチプルで 4 段階クリアー（4000

ドルから4999ドルまで）されておられるのが、茂木晃君

です。感謝申し上げます。 

世界平和フェローシップという言葉がありますが、過

去には、世界平和奨学生と言っていたそうです。2005年

からは、奨学生（scholar）のことをフェロー（fellow）

と呼んでいるそうです。私自身は、仲間・同僚・友達だ

ろうと思って使用しておりました。英和辞典を調べたら

この他に2大学の特別研究員とも記してありました。オ

ックスフォード大とケンブリッジ大の特待交友と記され

ています。ロータリーでは、仲間で良いのではと考えら

えます。 

来週の1796回例会は、ホテル四季亭で夜間例会後に、

新年度親睦会を実施致します。これぞまさに、フェロー

シップを深める最高のチャンスです。親睦活動委員会の

皆様が、最高のプログラムを企画して頂いておりますの

で、ご参加を宜しくお願い致します。 

本日も、ロータリーを楽しみましょう！ 

 

■幹事報告           幹事 岩切 洋君 

＜文書案内＞ 

＊ＶＴＴグループの受け入れ 

打合せ会 

 日時 2013年7月30日(火) 

 場所 ホテルマリックス 

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1796 回 平成 25 年 7 月 25 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

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 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．次週例会案内 

10．点   鐘 

11． 

 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

 それでこそロータリー 

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  

＊夜間例会 18：30～     於；四季亭 

 ＊新年度親睦会 19：00～ 

 

 

 

 

 

次週例会案内；8月 1日（1797回） 

 ＊月初めのセレモニー    ＊米山ランチ 

 ＊会員職業卓話―武末君   ＊理事会 

第 1795 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



＊「公式訪問を終えて」のガバナー月信原稿依頼 

  800字・集合写真・フォーラム写真・週報 

＊国際奉仕活動計画資料提出について 

＊青少年交換留学生募集チラシ送付の件 

＊米沢上杉ロータリークラブより創立50周年記念誌 

＊第1回ローターアクト委員長会の開催案内 

 日時 平成25年8月18日(日)10：00～13：30 

 場所 国分シビックセンター(国分公民館) 

＊地区社会奉仕セミナー開催案内 

 日時 平成25年8月24日(土)13：15～15：30 

 場所 都城ローヤルホテル  登録料 2,000円 

 

■出席報告       出席委員長 野田俊一君 

出席状況          

会  員  数 48名 

出 席 会 員 数 40名 

ホーム出席率 83.33％ 

前々回修正出席率 85.42％ 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動副委員長 森本直樹君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

石田喜克君 藤本範行君のリ 

スボン世界大会の報告を楽 

しみにしています。 

 米山記念奨学会より1000 

万円達成クラブとして10 

月の地区大会で表彰されることになりました。 

 ありがとうございます。 

桑野倫夫君 遅くなりましたが100％出席のお礼です。 

木村貞夫君 オーストラリアからわざわざサーフィンを 

しに宮崎に来て宿に困っていたのでホテル泉屋を紹介 

しました。土曜の八坂神社祭りを岡島さんの英語力に 

助けてもらい一緒に楽しみ案内して来ました。 

中武泰一郎君 前年度100％出席記念品のお礼として。 

藤本範行君 初めてのＳＡＡをさせてもらいます。リス 

ボン大会の報告も聞いて下さい。本日は宜しくお願い 

します。 

坂田師通君 思いがけず100％出席のお祝いを頂きまし 

た。ありがとうございました。 

 

☆会員卓話―職業を語る        石田喜克君 

現在の職業は、生命・損害保険等の代理店業を営んで

おります。 ６名のスタッフで30年間、この高鍋の地で

『にこにこ保険』という屋号で皆様方にお世話になって

おります。感謝申し上げます。 

10 月 1 日からは、屋号を変更して、株式会社すこや

か保険としてスタート致します。本社は、宮崎市に移転

いたしますが、現在の場所での営業は継続いたします。 

尚、新会社の県北支店として社員も同じメンバーで活

動を致しますので宜しくお願い致します。日南の方にも

県南支店として出店致します。 

桑野さんと森本君と同じような形態の仕事をしていま

すので、たぶん、『職業奉仕』としての考え方も同じか

と思います。 

お客様から保険加入の意思表示を受け、契約手続きを

成立させ、保険料を預かり、保険証券の発行を元受保険

会社が完了させて一連の流れです。 

最近は、エコ証券・WEB約款（契約のしおりを CD-ROM

化）とかでここの部分が省略されておりますので、ご注

意ください。社会貢献活動だそうです！？(保険会社の立

場では) 経費削減ですよね～ 

物を売るとか、製造販売するとかが出来ない商売です

ので、ただただ、信用して頂く以外は、何もない商売で

す。原価のかからない特別な形態ですね～ 

事故(お客様が痛い思いをされた時)に遭われた時にし

か役に立たないのが、私が販売している商品です。 

ただ一つだけ、痛い思いをされなくて支払えるものが

あります。それは、何という保険でしょうか？ゴルファ

ー保険のホールインワン・アルバトロス保険です。 

いろんな方々に、お祝いなどをして費用は結構かかり

ますが？懐が痛いだけでしょうか？ 

30 年間この仕事を続けてきてお客様の為になるかど

うか、みなに公平か、といつも考えておりました。 

お陰様でファンの数が、少しずつ増え継続して商売が

成り立っている現状が、『職業奉仕』を実践できている

のでは、と考えております。 

個人個人が責任を持ち、お客様の為になる事を率先し

て行動し、危機的環境になった時にお役にたてることが

最大の使命と考えております。 

宮崎県の地でお客様の喜ぶ顔を見る為に頑張って行く

所存です。宜しくお願い致します。 

 

☆国際ロータリー・リスボン国際大会報告 

【スペイン・ポルトガル8日間の旅】   藤本範行君 

 

都城西RCの中山君 

（アレンジトラベル） 

のお世話で、伊藤學而 

パストガバナー始め、 

2730 地区 14名のツアーを

組んで、スペイン・ポルト

ガルの旅を楽しんで来まし

た。年次大会は、RI 田中会長の演説が大変素晴らしく、

好評でした。 

1日目（6月19日） 

福岡―インチョンープラハーバルセロナ 

2日目（6月20日） 

バルセロナ観光（サグラダ・ファミリア、グエル公園

など） 新幹線AVEにてマドリッドへ 

3日目（6月21日） 

マドリッド観光（プラド美術館、スペイン広場など） 

世界遺産の街・トレド観光 

4日目（6月22日） 

マドリッドー航空機―リスボンへ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



シントラ、ロカ岬、リスボン市内観光  

5日目（6月23日） 

べレンの塔、ジュロニモス修道院観光 

リスボン大会・本会議に出席 

6日目（6月24日） 

リスボンー航空機―マドリッドへマドリッド市内観光 

7日目（6月25日） 

マドリッドー航空機（14時間）―インチョン 

8日目（6月26日） 

インチョンー鹿児島へ 

 

 

   

 

   

 

＜メンバー紹介＞ 

青木善明君 

１．職業    不動産賃貸 

２．家族    （妻）眞智子 

３．趣味    映画鑑賞、音楽鑑賞、スポーツ観戦 

４．座右の銘  春風をもって人に接し、秋霜をもって 

自らつつしむ 

５．メッセージ  出逢ったその時がご縁のはじまりです。 

        「絆」を大切にしたいと思います。 

             

木村貞夫君 

１．職業    レストランオーナー（オーナーシェフ） 

２．家族    妻（克枝）、長男（潤一郎）、 

次男（憲洋）、三男（俊之） 

        ネコ２匹（トラーオス、ユズ―メス）  

３．趣味        

４．座右の銘  心に描いた夢は、必ず実現する。 

５．メッセージ この世での生活はあの世への修行の場。 

        自分には厳しく、他人にはやさしく、

思いやりの心で。 

 

＜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＞ 

 藤本君の卓話、スペイン・ポルトガルの貴重な写真を

たくさん見せてもらい、幸福な時間でした。 

 皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

   

親睦活動委員長 木浦君     ピアノ演奏 森幸子さん 

 

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。 

 

高鍋ＲＣゴルフコンペのご案内 

  日時 平成25年 7月25日(木)9：59スタート 

  場所 座論梅ゴルフクラブ 


