
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 石田喜克君  

家族月間に因んで、北朝鮮

に拉致された横田めぐみさん

の事をお話しさせて頂きます。 

11 月に日向市の方で横田

滋、早紀江さんご夫妻の講演

会が開催されたことが宮日新

聞に記載されておりました。 

立見席が出るほどに会場が超満員であったことに国民

の関心が覗われておるようです。 

横田さんご夫妻は、1977年11月15日に新潟市内にて、

めぐみさんが（当時13歳）拉致されてから36年間に1400

回以上の講演活動をされております。私自身が講演会に

参加したことはありませんが、著書などを拝見いたしま

すと次のようなことをお話しされているようです。 

毎回、訴え続けられているのは『めぐみをしっかりと

抱きしめることが出来る日まで全力で取り組んでいく』

という言葉と、『悲しみを抱えながら訴えてきた。私た

ちが生きている間に取り返したい』と訴えておられます。 

滋さん81歳、早紀江さん77歳の年齢になられており

ます。めぐみさんは49歳ですね。 

北朝鮮関係者は、めぐみさんは死亡している。日本政

府関係者は、生存している説で両極端な見解のまま親子 

の面談が不可能な状態が続いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

『家族』とは、・・・・他人・他の誰しもが介入でき

ない形態ではないのではと考えます。家族とは、居住を

共にすることによってひとつのまとまりを形成した親族

集団のことである。また、『産み、産まれる』関わりの

中からしょうじた親と子という絆、そうしたものによっ

て繋がっている血縁集団を基礎とした小規模な共同体が、

家族であります。 

是非、今月は、家族団らんの機会を増やして頂きまし

て『家族愛』を育んで頂きたいと思います。 

さて、この後、年次総会、半期報告をさせて頂きます

ので、スムーズな進行にご協力を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！ 

 

■幹事報告           幹事 岩切 洋君 

＜文書案内＞ 

＊会長エレクト・クラブ状況報 

告書提出のお願い 

＊地区国際奉仕セミナー開催 

 日時 平成26年1月25日 

 場所 メインホテル 

 登録料 1,000円 

＊会長エレクト研修セミナー案内 

 日時 平成26年3月15日～16日 

 場所 志布志湾 大黒リゾートホテル 

＊田中ガバナー年度地区委員会構成のお願い 

＊日本ボーイスカウト宮崎連盟受精金のお礼 

 

  

武 末  喜久治 

 

 

第 1816 回 平成 25 年 12 月 19 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』 

12月の月間テーマ  

     ロータリー家族月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  我らの生業 

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    

＊クラブ協議会Ⅱ（半期報告） 

＊100万ドル 

 

 

 

 

次回例会案内；1月 9日（1817回） 

 ＊新年会＆夜間例会 18：30～  於；四季亭 

＊12月 26日及び 1月 2日は特別休会です。 

第 1815 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



＜理事会報告＞ 

1.2014～2015年度役員理事（案）の件  承認 

2.2012～2013年度会計報告の件  承認 

3.中部分区ロータリー勉強会の件  前向きに努力する 

4.高鍋ロータリーカップミニラグビー大会助成金の件 

 例年同額で承認 

5.例会場ホワイトボード購入の件（破損の為） 承認 

6.高鍋高校ラグビー全国大会出場寄付金の件  

例年同額で承認 

7.「車いすバスケット单九州大会」後援名義使用 承認 

8.台風30号によるフィリピン被災義援金の件  承認 

 

■出席報告        出席委員長 野田俊一君 

出席状況 

会  員  数 47名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 82.22％ 

前々回の修正出席率 93.19％ 

 

■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 本日は岩下盛朗君の卒寿祝を樹樹にて開催 

致します。おめでとうございます。 

藤本範行君 18日に90歳を迎えられます岩下盛朗君卒 

寿おめでとうございます。今夜のお祝会に残念ながら 

出席できません。盛会をご祈念申し上げます。 

河野修君 結婚記念祝のお返し。 

図師義孝君 世界レベルの科学者技術者を目指す高校生 

たちが研究成果を競うコンテスト第 11回全国大会で 

孫が宮崎県代表で発表して、文部科学大臣賞第 3位に 

入りました。うれしく思っています。 

松村悟郎君 母の葬儀ありがとうございました。誕生祝 

結婚記念祝ありがとうございました。 

 

 

■年次総会 

2014～2015年度 理事及び役員 

（敬称略） 

理    事     

黒木 敏之  橋口 清和  岡島 達雄 

福本 幸良  木浦 亨英 

 

役     員 

会    長 

副会長 (会長エレクト) 

幹    事 

会    計 

Ｓ Ａ Ａ 

直前会長  

武末  喜久治 

藤本  範行 

青木  善明 

鍋倉  春代 

木村  貞夫 

石田  喜克 

 

 

 

■クラブ協議会（半期報告） 

クラブ管理運営委員会    委員長 武末喜久治君 

○プログラム委員会    委員長 橋口清和君 

副委員長 池部文仁君  委員 佐々木九州男君 

 

今年度の方針として、会

員職業卓話を中心とし、最

初に、会長・幹事、役員か

ら卓話をお願いしまして、

もう一度、２回目、３回目

をとアンコールの卓話も数

多くあるなど、充実した会員卓話ができたと思います。

又、外部卓話も会員の皆様のご協力により、多種多様の

充実した卓話が拝聴できました。後期も、会員の皆様方

のご協力をいただきながら充実したプログラムを構築し

てまいりたいと思います 

 

○親睦活動委員会     委員長 木浦亨英君 

副委員長 森本直樹君  委員 長濱 博君 

委員 三原正宏君 清水一彦君 道北淳朗君 

  緒方郁男君  

活動方針として、親睦活動

委員会は、会長方針を念頭に

置き、会員間の友情と親睦を

一層深めるよう、年４回の親

睦会を開催し、配偶者や家族、

又その他参加者が気軽に楽し

く参加できる品位ある親睦活動の運営に努める。 

半期活動報告としては、いつも協力して下さる素晴ら

しい委員に恵まれているおかげで委員会活動の前期を終

える事が出来ました。7月の新年度親睦会、10月の観月

会が開催され、いずれも事前打ち合わせとして委員 炉

辺会合を行い委員会内部の親睦を図りつつ会長・幹事等

皆様方のご協力を得ながら実施内容を企画してまいりま

した。また、月初めのセレモニーやボックス披露も委員

の協力を得ながら実施してまいりました。 

後期も年明けの新年会や、観桜会、歯車会の企画実施

など、イベントが予定されておりますので委員会のメン

バーががっしりとスクラムを組んで取り組んでまいりた

いと思います。 

 

○出席委員会     委員長 野田俊一君 

副委員長 向山健一君  委員 長野孝吉君 

 

【今年度の活動方針】  

 ロータリアンの義務は、

例会に出席することが基本

であるため、各委員会と連

携して会員意識の向上を図

るとともに、例会出席を楽

しめるよう、会員相互の挨拶・声かけ、例会内容の魅力

アップ、そして親睦活動の充実により、出席率向上に努

める。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



【具体的な活動計画及びその評価について】  

①１年間の出席率目標を８５％以上とする。  

 ・11月末集計ではホーム出席率は77．7％、修正出席 

率は85．71％であるため何とか目標は達成している。 

ただし、ホームクラブ出席者数が、10月、11月は 

30名弱／回で推移しているのを心配している。 

 ②１年間で２回程度、出席率１００％デー設ける。  

 ・11月7日の第1810回例会と４月 10日の第1830回 

例会を出席率100％デーとして設定。 

 ・11月７日は、ハガキやＦＡＸで事前周知した結果、 

ホーム出席者は 43 名となり、残念ながら全員参加

とはならなかったが、メークにより100％は達成。 

 ・来年4月10日の出席率100％デーについては、2月 

頃から事前周知を行い、皆さんの御協力のもと 

100％を達成したいと思う。  

 ③各委員会と連携し、例会内容の魅力アップに努める。 

 ・各委員会との連携については、不十分であったため、 

今回の結果を踏まえて、各委員会と打ち合わせを行 

いたいと思う。 

 ④例会欠席の場合は事前届出を徹底する。またメーク 

アップの奨励を行う。  

 ・無断欠席者がたまに１名、多い時には数名おられる 

ため事前届出をお願いしたいと思う。また、メーク 

アップについては、引き続き奨励したいと思う。 

 ⑤例会ごとに出席率を報告し出席率の向上を促す。 

 ・毎回、例会初めに出席率の報告をしており、出席率 

の向上を促す言葉についても一言申し上げている。 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜メンバー紹介＞ 

 

河野修君 

１．職業     不動産業 

２． 家族     妻と二人暮らし、子供は男二人、 

長男は近所に居住、二男は６年来入院中 

３．趣味     囲碁、園芸、時代劇も好き 

４．座右の銘   信義、誠実 

５． メッセージ 礼儀正しく平和な社会であってほしい。 

 

＜情報の広場＞ 

平成26年1月30日は石井十次没後100年になります。

（この日は、例会もあります） 

 

＜クラブ会報委員会より＞ 

 会長が拉致問題に触れられ、横田夫妻のことを思うと、 

一日も早いめぐみさんの帰国を祈るばかりです。 

 夜の岩下君の卒寿を祝う会は実にすばらしい会でした。 

皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。 

 

 

 

 

    

会長エレクト 武末喜久治君      副SAA 藤本範行君 

     

    松村悟郎君                ピアノ演奏 森幸子さん 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

岩下盛朗君 卒寿おめでとう! （於；樹樹） 

 

いつまでもいつまでもお元気で! 

  

 

 
 

 

 


