武 末 喜久治

第 1809 回 平成 25 年 10 月 31 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
日も風も星も
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．ＲＹＬＡ報告
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊ＲＹＬＡ報告（新留麻美様・工藤祐紀様）
＊地区大会報告
＊100 万ドル

第 1808 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
本日は、職業奉仕月間の
第 3 弾として高鍋警察署よ
り交通警部補の尾崎浩司様
と交通巡査部長の清水芳博
様をお迎えして卓話を頂戴
いたします。台風 27 号、28
号のダブルでの日本列島接
近の最中に例会を挙行致しましたことをお詫び申し上げ
ます。このような気象状態の中でも沢山のメンバーが例
会出席して頂きましてありがとうございました。
さて今月は、地区、分区、クラブの行事が目白押しで
先々週からフル活動させて頂きました。多くの会員の皆
様にご協力を賜り、かつ、ご迷惑をおかけしました。10
月 10 日のドイツ VTT 受け入れを皮切りに、12～13 日の
シーガイア・コンベンションホールでの地区大会、先週
の宮崎ダイシンキャノンでの職場訪問、そして、19 日の
延岡旭化成向陽クラブでのライラ、22 日の赤い羽根共同
募金街頭活動など会員の皆様の多数のご参加を頂きまし
てスムーズに活動を終える事が出来ました。心から感謝
申し上げます。本年度スローガンの『みんなで力を合わ
せて行動を』【一人は、みんなの為に、みんなは一人の
為に】を実践して頂き無事行事を完遂できました。

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』
10 月の月間テーマ
職業奉仕月間・米山月間
次週例会案内；11 月 7 日（1810 回） 米山ランチ
＊月初めのセレモニー
＊会員職業卓話
＊Ｒ情報
＊雑誌紹介 ＊例会終了後理事会
苦しいとき、忙しいときこそメンバーの協力が一番で
あることをひしひしと痛感させられた 10 月でした。
仕事
でも同じようなことが多々あります。複数で事業されて
おられる方は、社員のみなさん、個人で事業されておら
れる方は、
伴侶のご協力で成就できると信じております。
何事も一人で抱え込まず、適材適所の他人の力をお借
りして事業の繁栄をして頂きたいと思います。最後にな
りましたが、ライラ参加の九州電力高鍋営業所の 2 名の
方々に感謝申し上げます。そして、地区大会、ライラの
報告等は、来週の例会にて順次報告を受け賜わりたいと
考えております。
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＞
＊11 月のロータリーレート
1 ドル＝100 円
＊ローターアクト地区年次大会
日時 平成 25 年 12 月 7～8 日
場所 霧島ローヤルホテル
＊ボーイスカウト運動支援お願い
＊2013 年規定審議会報告（定款）
＊西都ＲＣ11 月例会案内
11/5 クラブフォーラム
11/12 外部卓話 11/19 夜間例会 11/26 会員卓話
＊佐土原ＲＣ11 月例会案内 11/6 米山卓話
11/13 会員卓話 11/20 会員卓話 11/27 中間報告

■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

出席委員長 野田俊一君
48 名
32 名
69.57％
80.85％
社会奉仕委員長 長谷川君

■ＢＯＸ披露

副ＳＡＡ 青木君

親睦活動委員 緒方郁男君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

石田喜克君 高鍋警察署交通警
部補の尾崎浩司様と巡査部長
の清水芳博様をお迎えして。
卓話をお願いします。感謝。
長谷川修身君 赤い羽根共同募
金ご苦労様でした。尾﨑様、
清水様、本日はお忙しい中、有難うございます。
卓話を宜しくお願い致します。
☆外部卓話
交通事故の発生状況について
高鍋警察署交通警部補
尾崎 浩司 様

＜高鍋警察署管内の人身事故の特徴（9 月末現在）＞
１．時間帯別：16：00～8：00 （66 件 15.9％）
10:00～12：00（63 件 15.2％）
２．道路状況別：交差点（付近含）（181 件 43.7％）
３．法令違反別：脇見（前方不注意・動静不注視）、
安全不確認（317 件 76.6％）
４．路線別：国道 10 号（184 件 44.4％）
県道（109 件 26.3％）地方道（121 件 29.2％）
５．年代別：65 歳以上（87 件 21.0％）
６．負傷者別：65 歳以上（92 人 20.0％）
幼児小学（41 人 9.9％）中学（10 人 2.4％）
高校（13 人 3.1％）
７．事故類型別：追突（191 件 46.1％）
出会い頭（101 件 24.4％）
＜交通事故第一当事者居住別ワースト順位の状況＞
過去 4 年間のワースト順位（県内 26 市町村）
新富町 4 位
高鍋町 8 位
川单町 9 位
都農町 10 位
木城町 16 位

11/7
11/14
11/21
11/28

11 月の例会案内
例会 100％出席の日
米山ランチ・理事会
月初めのセレモニー・会員職業卓話・Ｒ情報
財団月間卓話―喜島健一郎様
血圧測定
会員職業卓話―黒木敏之君・プログラム委員会
外部卓話―金崎由起子様 100 万ドル

＜メンバー紹介＞
図師義孝君
１．職業
飲食業
２．家族
妻と長男夫婦、孫３人同居
近くに
次男夫婦、孫２人 宮崎市に長女夫婦、孫４人
３．趣味
ゴルフ、麻雀
４．座右の銘
一生懸命
５．
メッセージ 毎日が楽しい、
おいしい焼酎と料理で、
至福のひととき 最高です。
＜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＞
児湯郡でも交通事故が多いことを知り、大変びっくり
いたしました。
皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
赤い羽根共同募金街頭募金（10/22） 於：くらし館

