武 末 喜久治

第 1802 回

平成 25 年 9 月 12 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト

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．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊外部卓話―高鍋町教育長 萱嶋 稔様
＊血圧測定
＊終了後プログラム委員会

第 1801 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
今月は、新世代のため
の月間となっております。
桑野委員長、茂木副委
員長、河原委員には、ロ
ータアクトのバックアッ
プ並びに例会参加にご尽力を賜り感謝申し上げる次第で
す。9 月 19 日の夜間例会・観月会の際には、アクトメン
バーにも参加して頂きまして、情報交換と交流をさせて
頂きたいと思っております。
2013 年 3 月 31 日現在の全世界のロータアクトの会員
数は 227,677 人、クラブ数は、9,899 クラブみたいです。
一方、インターアクトの方は、会員数が 358,110 人、
15,570 クラブで13 万弱の会員数の差があるみたいです。
会員数は、減少傾向にありますが青少年の健全育成、
次世代のリーダー育成には重要な役割を担っております。
会員の皆様も、ロータアクトの会員増強の情報提供と
例会参加を宜しくお願い致します。来週には、新世代ロ
ータアクト委員会のご尽力で月間外部卓話を企画されて
おります。
本日は、月初めのセレモニー、内部卓話、例会終了後
に理事会と盛り沢山のスケジュールとなっております。
会員の長谷川修身君のお店の商品『宝珠』が、本日、

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
『職業奉仕の实践』『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』
9 月の月間テーマ
新世代のための月間
次週例会案内；9 月 19 日（1803 回）
＊夜間例会 ＆ 観月会
於；めいりんの湯
＊ホテル泉屋を 17:30 バス出発 （温泉付です）
農林水産大臣賞を受賞されました。経営革新等支援制度
を本年 5 月に認定されてからのＷのお祝いに心よりお祝
い申し上げます。おめでとうございました！
本日も、ロータリーを楽しみましょう。
＜理事会報告＞
1.地区大会登録料の負担金の件
（中部分区よりガバナー輩出の為全員登録＝9,000 円）
個人負担＝6,000 円 クラブ負担金＝3,000 円 承認
2.灯籠祭の町民総踊り参加の件
地区大会と重なるため不参加 承認
3.東児湯中学校英語弁論大会協力の件
例年通り盾を協賛する 承認
4.ドイツＶＴＴ研修の件
10/10 クラブ例会参加後～意見交換会開催 承認
5.未来の夢計画(316800 円)の使途と期日の件
新世代担当で 3 月～5 月位に实行予定 承認
6.ライラ参加について（10/19～20）ホスト延岡中央ＲＣ
九州電力・高鍋信用金庫にお願いする 承認
7.薬物乱用防止指導員の就任交代の件（任期＝2 年）
現在は福岡君。2 月より長谷川君に変更
承認
8.岡島君の出席免除の件
承認

地区クラブ研修委員会
委員の委嘱状授与
岡島達雄君

■幹事報告
幹事 岩切 洋君
＜文書案内＞
＊宮崎県中部・北部分区
ライラ開催について
日時 25 年 10 月 19 日
（土）
～20 日（日）
場所 旭化成研修棟
テーマ 家族愛
参加人数 研修生4名 RC会員2名 (登録料1000円)
協力金
RC 会員数×1000 円
＊宮崎北ロータリークラブ観月会のご案内
日時
平成 25 年 9 月 18 日（水）18：30～
場所
ＵＭＫカントリークラブ 会費 6000 円
＊地球自然環境保護活動参加募集案内・ポスター
＊ＲＩ会員増強・拡大賞及び米山記念奨学会寄付 1 千万
円達成クラブ表彰式の案内
日時 2013 年 10 月 12 日（土）19：30～
地区大会会員交流大懇親パーティーで表彰状授与
♬ 月初めのセレモニー

お誕生日おめでとう！

結婚記念日おめでとう！

■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

会長と共に♬

桑野君 平山君 関君 岩切君

日高君 岡島君 福岡君

出席委員長 野田俊一君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 木浦亨英君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

石田喜克君 今月は新世代の為
の月間です。よろしくお願い
致します。長谷川君のお菓子
「宝珠」が農林水産大臣賞を
受賞！おめでとう！
岩切洋君 誕生日祝いのお返し。
関正夫君 誕生祝のお返しとして。
平山英俊君 誕生日祝ありがとうございます。
桑野倫夫君 誕生日の祝のお礼として。
福岡直樹君 結婚記念日のお祝いのお礼として。
木村貞夫君 長谷川だんご様、お菓子部門での農林水産
大臣賞受賞おめでとうございます。心よりお祝い申し
上げます。うれしいです。
日高茂君 結婚記念祝のお返しとして。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜メンバー紹介＞
武末喜久治君
１．職業
飲食業
２．家族
現在家内と２人、同じ敷地に次男夫婦
孫２人、町外に長男夫婦 孫２人
３．趣味
ゴルフ、ギター（下手です）
４．座右の銘
目立たぬように、はしゃがぬように、
マイクがきたら、おはこをひとつ唄う
だけ、そんな男に私はなりたい。
岩切洋君
１．職業
建築工事業、リフォーム
２．家族
妻、１男２女
３．趣味
波乗り
４．座右の銘
継続は力なり
５．メッセージ １年間ご迷惑をおかけしない様、幹事
として頑張ります。
＜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＞
井上君の卓話、外国に進出して仕事をすることの御苦
労を知り、勉強になりました。
長谷川君、本当におめでとうございます。
皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

48 名
38 名
80.85％
83.33％

■夜間例会＆観月会の案内
日時 平成 25 年 9 月 19 日（木）18：30～例会点鐘
場所 めいりんの湯
会費 3,000 円（温泉入浴込）
＊送迎バスがホテル泉屋を 17：30 に出発します。

尾﨑敏弘中部分区ガバナー補佐
地区会合、クラブ協議会、公式訪問、クラブ訪問等
連日大変ご苦労様です。

