武 末 喜久治

第 1797 回

平成 25 年 8 月 1 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．次週例会案内
11．点 鐘
12．

本日の例会案内
＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー（誕生祝―6 名）
＊会員卓話―武末君
＊理事会
＊

第 1796 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
本日は、夜間例会とな
っておりますが、朝 9 時
から 8 名の会員の皆様に
は、座論梅ゴルフクラブ
にて、図師前年度会長、
山口前年度幹事の慰労コ
ンペに参加を頂きまして
ありがとうございました。熱中症にもかからず、壮絶な
暑さをものともせずにプレーされたことに敬意を表しま
す。
お疲れ様でした。
体力との戦いだったことでしょう！
参加者の中で最高齢 88 歳の柴垣復生君が見事にベス
トグロス87点、
優勝、
エイジシュートの3冠達成でした。
素晴らしい瞬間に遭遇できた事に感謝申し上げます。
この後新年度親睦会を挙行致しますが、8 名の方々は
余り飲みすぎない様に注意して下さい。
今月は、クラブ親睦月間となっております。親睦活動
委員会のすばらしい企画のもと、フェローシップを育ん
で頂けたら最高です。
先週の会長の時間にフェローシップ・フェローの事を
お話しさせて頂きましたが、本日の親睦会で会員同士の
交流を深めて、何かを掴んで頂けたら有難いです。木浦
委員長が仕事の方の段取りが付かなくて欠席されており

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』
8 月の月間テーマ
会員増強及び拡大月間
次週例会案内；8 月 8 日（1798 回）
＊血圧測定
＊会員増強及び拡大月間内部卓話
ますが、森本副委員長さんをはじめ委員会メンバーがス
クラムを組んで進行されます事に新鮮さを感じます。
バイオリン奏者日高慶子さんの生演奏が聴けるのは、
最高の癒しになれるかと思います。
有意義な時間をお過ごしください。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 岩切 洋君
＊8 月のロータリーレート
１ドル＝100 円
＊赤い羽根共同募金運動によ
る助成金要望事業の審査会
の開催について
日時 平成 25 年 8 月 30 日
13：30～16：00
場所 高鍋町福祉協議会 講堂
＊Ｒ財団「ＭＯＵ補助金管理セミナー」開催案内
日時 2013 年 8 月 17 日（土）11：00～17：00
場所 メインホテル 5Ｆ
登録料 2000 円
■出席報告
出席委員長 野田俊一君
出席状況 (7/25)
会
員
数
48 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
76.09％
前々回の修正出席率
91.67％

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 緒方郁男君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

☆新年度親睦会～石田年度のスタート・・。
親睦活動委員会の皆様ご苦労様でした。

石田喜克君 図師直前会長、山口直前幹事の慰労会を盛
大に祝いましょう。柴垣復生君の 4 回目のエージシュ
ート、おめでとうございます。
茂木晃君 石田年度、今年も頑張りましょう。
■情報委員会便り 2013 July
Ｒ情報委員長 平山英俊君
（ＲＣ会員の義務）
委員会は、
今年、
毎月 1 回、
5 分程度の情報委員会便りを
提供することにした。今日は
急遽午後から日高茂委員とプ
ロジェクターを準備し、この
ご披露目となった。
一、我がクラブは、会員数 48 名中 1/3 の 15 名が加入 3
年未満の皆さんで、ロータリーを良く知って頂くため、
またロータリー歴の豊富な先輩諸氏にも基礎知識を再確
認して頂くため、この「情報委員会便り」を発行する事
にした。
二、今日は第 1 回目、
「RC 会員の３大義務」
（資格条件）
について、高鍋ＲＣの定款を引用する。
(1)第 9 条 出席
各会員は、本クラブの例会に出席すべきものとする。
例会時間の少なくとも 60％出席が出席とみなされる。
途中退席する場合は理事会が認める理由を提示すること。
また、メークアップは例会前２週間、例会後２週間内が
出席要件となる。14 日間以上にわたり海外旅行している
場合、他国の例会にメークアップすれば、期間に拘わら
ず出席となる。
(2)第 11 条 入会金および会費
すべての会員は、細則に定める入会金および年会費を
納入しなければならない。ただし、本クラブあるいは他
クラブに属していた元会員は、2 度目の入会金は不必要。
(3)第 14 条 ロータリー雑誌の購読義務
各会員は、会員身分を保持する限り RI の機関誌、また
は理事会から本クラブに対して承認並びに指定されてい
る地域的なロータリー雑誌を講読しなければならない。
○「ロータリーの友」 ○「ガバナー月信」
情報委員会便り 2013 Ａug 予告
旧 ロータリーの綱領
新 ロータリーの目的
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

副ＳＡＡ 藤本君

出席委員長 野田君

司会お疲れ様！
親睦活動副委員長森本君
素晴らしいバイオリン演奏

＜メンバー紹介＞
柴垣復生君
１．職業
（現在）無職
（現役時代）化学機械、プラントの輸出
２．家族
妻と２人住まい、
長男は在東京・神戸製鋼勤務、
長女は在ドイツ・医学博士、開業
３．趣味
ゴルフ
４．座右の銘
DO BEST &NEVER GIVE UP
５．メッセージ 人生は“今が大事”也
井上博功君
１．職業
鉄リサイクル業
２．家族
５人家族（自分、嫁、長女、次女、長男）
３．趣味
ゴルフ
４．座右の銘 「初心わするべからず」
５．メッセージ

☆ゴルフ参加の皆様

日中の暑い中お疲れ様でした。

＜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＞
親睦委員会の皆様、ありがとうございました。すばら
しい親睦会でした。柴垣復生君のエイジシュート、おめ
でとうございます。凄いの一言です。
皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
8 月の例会案内
8/1
8/8
8/15
8/22
8/29

月初めのセレモニー・内部職業卓話―武末君
米山ランチ
例会終了後理事会
会員増強拡大月間卓話―増強委員会担当
血圧測定
お盆休み（休会）
内部職業卓話―岩切君・福岡君
プログラム委員会
外部卓話―元ＧＳＥメンバー稲森 愛様
100 万㌦

柴垣君 4 回目のエイジシュートおめでとう!

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

