武 末 喜久治

第 1810 回

平成 25 年 11 月 7 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．会員卓話
11．次週例会案内
12. 点 鐘

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』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間

本日の例会案内（100％出席例会） ＊米山ランチ
次週例会案内；11 月 14 日（1811 回）
＊月初めのセレモニー（誕生祝 4 名、結婚記念祝 9 名）
＊Ｒ財団月間外部卓話―喜島健一郎様
＊会員職業卓話―野添君
＊Ｒ情報
＊理事会
＊血圧測定

第 1809 回
■会長の時間

例 会内 容
会長 石田喜克君

皆様こんにちは！今月の例会回数が 5 回もあったこと
を記憶されておりますでしょうか？
8 月・1 月・5 月は、例会を 5 回は組めるのですが特別
休会で4回の例会開催とさせて頂いております。
10月は、
会員の方々と１ヶ月の内、5 回以上もお会いできる事が
こんなに有難く、そして、嬉しい事なのかと実感させら
れました。
今日も出席いただきましてありがとうございます。
来週、11 月 7 日の第 1810 回例会は、100％出席例会で
す。本日欠席されておられる会員さんに、みんなでお声
掛けをしていただけたら幸いです。
さて、10 月 19～20 日の延岡市で開催されたライラに
九州電力高鍋営業所の新留麻美様、工藤祐紀様が 1 泊 2
日のカリキュラムで参加頂きました。スピーチの時間は

尐ないのですが研修されたことを本日発表して頂きます。
素晴らしい経験をされたと上司の野田所長からお聞き
しております。是非、今回の研修で学ばれた事や、友の
輪を今後の社会生活、仕事等に役立てて頂き、若い世代
のリーダーとして活躍されますことをご祈念申し上げ
ます。そして、地区大会の報告は、入会 3 年未満の 3 名
の方々にお願いしております。素晴らしい報告が聴ける
と思います。
最後になりましたが、本日ビジターでお越しの、東京
ロータリークラブの清威人様と時間の許す限り交流をお
計りいただけますようお願い申し上げます。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！

東京ロータリークラブの清威人様とバナーの交換

■幹事報告

幹事 岩切 洋君

て下さい。
さらに福岡君の会頭職近い将来期待します。
藤本範行君 東京ロータリークラブの清様ようこそ高鍋
へ！ライラに参加して下さいました工藤君、新留さん
ご苦労様でした。発表を楽しみにしています。
野田俊一君 本日は先日のライラ報告を当社の若手２人
が行ないますのでよろしくお願いします。
☆第 36 回青尐年指導者養成研修会報告

＜文書案内＞
＊地区大会表彰状
感謝状＝１千万円達成クラブ
表彰状＝2012－2013 年度会員増強・拡大賞
＊ボーイスカウト宮崎連盟より助成金のお願い
＊西都 RC より歯車会ゴルフコンペの組合せ表
＊CLP に関するアンケート（追跡調査）
■出席報告

出席状況 (10/31)
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率
■ＢＯＸ披露

出席委員長 野田俊一君

48 名
35 名
76.09％
73.91％
親睦活動委員 長濱 博君

＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
石田喜克君 本日はビジターとして東京 RC の清威人様
にご出席頂いております。ゲストとして工藤祐紀様と
新留麻美様がライラ報告に来て頂きました。よろしく
お願いします。
黒木敏之君 先日商工会議所友好 10 周年で米沢に参り
ました。
米沢ロータリーの皆様に大歓迎を受けました。
ありがとうございます。また、商工会議所会頭の役職
も退任いたします。ありがとうございました。
木村貞夫君 この度、図師義孝君が食品衛生功労者とし
て厚生労働大臣賞を受賞されました。
会員として嬉しくお慶び申し上げます。
福本幸良君 臨時の高鍋商工会議所総会にて黒木会頭、
石田副会頭の退任が発表されました。本当にお疲れ様
でした。新たに池部副会頭が誕生されました。頑張っ

青尐年指導者養成研修会（ライラ）に参加して
九州電力株式会社 高鍋営業所
営業グループ 新留麻美 様
10 月 19 日～10 月 20 日にかけて、
第３６回青尐年指導
者養成研修会（ライラ）に参加して来ました。今回のテ
ーマは『家族愛』ということで、２日間を通し、講師の
講話を聞いたり、グループ討議をし、同年代の方々と交
流を深めることができました。その中でも、印象に残っ
たことが２つあります。
１つは１日目にあった吉田静生講師の講話です。吉田
講師はお寺の住職で、両親が病気がちの吉田さんに、試
行錯誤しながら健康なからだに育つよう育ててきたとい
う話を聞きました。親、または家族は無償で子を愛して
くれていると感じ、自分自身同じようなことを親から受
けており、それが家族愛だと気づくことができました。
２つ目は２日目に行われたグループディスカッション
です。いくつかの班に分かれ、『家族愛』についてグル
ープ討議をしました。 私たちの班は、 ①親から受けた
家族愛のエピソード ②①に対しどう恩返しができるか
③家族愛とは？の３つに項目を分け、
討議を進めました。
①では社会に出ても恥ずかしくないように、厳しく礼
儀を教えられた等さまざまな意見がでました。②それに
対し私たちは、新しい家族ができたときに、同じように
伝えていくことが恩返しになるのではないかと考えまし
た。③結果、家族愛とは自分が受けた愛を感謝の気持ち
を持って、
「伝えていくもの」であると結論付けました。
また、さまざま職種の方々と意見を交え、交流を深め
ることで、自分自身の価値観や考え方を改めさせられ、
とても良い刺激になり、２日間という共同生活はとても
実りのあるものになったように感じます。
最後に今回の研修会を開催してくださったロータリー
の方々と、推薦してくださった野田所長にこの場をお借
りしてお礼申し上げます。ありがとうございました。

青尐年指導者養成研修会（ライラ）参加報告
九州電力株式会社 高鍋営業所
配電設備保全グループ 工藤祐紀 様
青尐年指導者養成研修会（ライラ）が開かれた 10 月
20 日、私は先輩方と宮崎市の綾町で行われるマラソン大
会に参加する予定でした。しかし、私だけ申し込み遅れ
てしまい、参加できなくなって、どうしようかと思って
いたときに所長に「こういった研修会があるけど行かな
いか」と誘われて今回、ライラに参加させていただきま
した。
最初は研修内容もわからず、とにかく不安で、正直に
話しますと、行きたくないなとずっと思っていました。
しかし、実際にライラに参加してみると、想像してい
たような堅苦しい話や厳しい指導などはなく、非常に明
るく優しい雰囲気で奉仕の心について学ぶことができま
した。また、研修生も同世代が多く、レクリエーション
や食事会などを通して本当に楽しく過ごすことができま
した。
研修では、テーマである「家族愛」を通じて、相手を
思う気持ちや行動について考えました。グループに分か
れてこれまで経験してきた家族愛を挙げていく中で、今
まで当たり前のように受けてきた多くのものが、家族愛
から与えられていたのだと知りました。（おかえりの挨
拶や、ご飯を作ってもらうこと、悩みを聞いてもらうこ
と、そういった小さなことが私を幸せにしてくれていた
のだと知った。）また同時に、私も相手を幸せにできる
そういった気持ちを返したい（与えたい）と強く感じま
した。
この気持ちはきっととても大事で、普段の生活だけで
なく仕事にも活かしていくべきだと感じました。
研修テーマ以外にも学べたことがあります。私は、口
下手で、考えを自分の中で整理したり、或いはその想い
を分りやすく他人に伝えることが苦手なのですが、様々
な職種や考え方を持つ同世代の方々との会話や、グルー
プワークを通して、自分で苦手だと認識しつつも普段の
生活の中では、なかなか練習することの難しい（コミュ
ニケーション能力）を今回の研修会で学ぶことが出来ま
した。この研修会で学んだどの内容も一朝一夕で身に付
くことではないと思いますが、普段の生活や日常の業務
の中でも意識して自身の向上につなげていこうと思いま
す。このような機会を与えて頂いたことを感謝しており
ます。本当にありがとうございました。

本日のビジター 清 威人 様

地区大会報告 長野孝吉君

地区大会報告 野田俊一君

地区大会報告 森本直樹君

副 SAA の藤本範行君

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜クラブ会報委員会より＞
九州電力のすばらしい若者の話を拝聴し、さわやかな
気持になりました。野田君の偉大さも、よくわかりまし
た。東京ロータリークラブの話も聞くことができ、勉強
になりました。
皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。

いつもピアノの生演奏をありがとう！
森 幸子さん

