武 末 喜久治

第 1817 回

平成 26 年 1 月 9 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
本日の例会案内
＊夜間例会 点鐘 18：30
＊新年会

第 1816 回

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．

場所＝四季亭

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
本日の 1816 回例会は、
2013 年の高鍋ロータリー
クラブの最終例会となりま
した。34 名の出席をたまわ
り節目の例会が開催される
ことを嬉しく思います。
今年一年を振り返ります
と、杉尾義秀君がご逝去さ
れたことが一番悲しい出来事だったと思います。3 月に
島子勝芳君の卒寿祝い、そして、先日、岩下盛朗君の卒
寿祝いと素晴らしい事もありました。
12 月 15 日に都城のメインホテルにて 2730 地区のクラ
ブ研修リーダーのための地区研修会に岡島達雄クラブ研
修リーダー（地区研修委員）と参加して参りました。3
年に 1 回の規定審議会が本年 4 月に開催され、新版・手
続要覧を基に地区の研修会かと思いきや、配布が年明け
になる事を確認して参りました。
【標準ＲＣ定款】と【推
奨ＲＣ細則】の変更箇所を明示されました。
武末年度は、数ヶ所の変更訂正をして頂きクラブ運営
に携わって頂きたいと考えます。
このあと、
半期報告の残り 13 委員会の報告をして頂き
まして平成 25 年を締めさせて頂きます。

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』
1 月の月間テーマ
ロータリー理解推進月間
次週例会案内；1 月 16 日（1818 回） ＊血圧測定
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊ロータリー情報便り
＊理事会
各委員長の皆様には、少ない限られた時間で申し訳ご
ざいませんが、ご報告を頂戴いたします。
最後に、本年の締めくくりとして、週報等のＢＯＸの
残しておいた物をお持ち帰り頂きますようお願い申し上
げます。良いお年をお迎えください。そして、1 月 9 日
の新年会には、全員で元気な姿をみせましょう！
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
＊宮崎県中部分区ロータリー
勉強会開催案内（朝食付）
日時 平成 26 年 1 月 27 日
午前 6：30～8：00
場所 ホテルマリックス
＊RA 第 2 回地区連絡協議会.
第 2 回 RA 委員長会案内
日時 平成 26 年 1 月 19 日（日）10：00～14：00
場所 国分総合福祉センター3Ｆ
＊2013-2014 年度 第 2 回地区運営委員会
日時 平成 26 年 2 月 9 日（日）13：00～15：00
場所 鹿屋市 さつき苑
＊第 4 回日台ロータリー親善会議ご案内
日時 2014 年 1 月 26 日（日）14：00～20：30
場所 台湾（台北）
登録料 15000 円
＊バギオ基金への寄付のお願い
＊国際大会の早期登録割引期間延長のご案内

■出席報告
出席委員長 野田俊一君
出席状況（12/19）
会
員
数
47 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
76.09％
前々回修正出席率
81.82％
■ＢＯＸ披露

親睦活動副委員長 森本直樹君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

石田喜克君 岩下君の卒寿祝に
出席並びにお祝いを届けて頂
きましてありがとうございま
した。2013 年最後の例会とな
りました。2014 年も宜しくお
願い致します。
岩切洋君 ようやく折り返し地点です。会員の皆様には
半期いろいろとお世話になりました。あと半期よろし
くお願い致します。少し早いですが、よいお年を！
黒木敏之君 ホノルルマラソン 6 時間 45 分完走しました。
茂木晃君 今年 1 年お世話になりました。来年も宜しく。
井上博功君 今年も大変お世話になりました。ありがとう
ございました。会長幹事あと半年頑張ってください。
中武泰一郎君 次女が川单に家を建てました。娘と孫に
癒されて、来年は家内が「おいめしはまだか」に一歩
近づいてくれればと思っています。
坂田師通君 今年 1 年ありがとうございました。
良いクリスマスと新年をお迎え下さいませ。
○クラブ管理運営部門
委員長［理事］武末喜久治君
ロータリー情報委員会
委員長 平山英俊君
副委員長 日高茂君
委員 藤本範行君
今年、特に力を入れたのは、全会員の皆さんにロータ
リーに関する基礎知識と情報を提供することです。高鍋
RC 会員の 1/3 が 3 年未満の新入会員の現状です。
その皆さんに良くロータリーを知って頂くため、また
ロータリー歴が豊富な先輩諸氏にも、基礎知識を再確認
して貰うために毎月「情報委員会便り」の時間を設けま
した。 それではどんな「お題目」を並べたか
25 年 7 月
ロータリー会員の三大義務
25 年 8 月
ロータリーの目的
25 年 9 月
四つのテスト
25 年 10 月 五大奉仕
25 年 11 月 手続要覧
25 年12月 ロータリー財団
後半の 1 月からの予定
26 年 1 月
例会と会合
26 年2月
米山記念奨学会
26 年 3 月
決議 23-34
26 年 4 月
ローターアクトとインターアクト
26 年 5 月
ロータリーの標語とソング
26 年 6 月
会員の義務と責任
尚、前半の新入会員はなかったので、新入会員研修は
なしでした。

○会員増強・分類選考委員会
委員長 黒木敏之君
副委員長 関正夫君
委員 島子勝芳君
現在の会員数は 47 名です。
目標
会員数は 55 名ですので一層の努
力が必要です。幸いにも皆様方の
ご協力により26 年1月には3 名の
新入会員が入会予定です。
会員の皆様のご協力を得ながら、
目標の 55 名を目指して頑張りま
す。ご協力よろしくお願い致します。
○クラブ広報部門
委員長［理事］福岡直樹君
広報雑誌インターネット委員会
委員長 岡島達雄君
副委員長 山口順一君
委員 森本直樹君
①年度初めに福岡部門長、日高昨
年度委員長にご参加いただき広
報委員会を開催して、
方針を確認
した。
②高鍋 RC ホームページを活用し、
会員外、他クラブ、他地区の人々
に高鍋ロータリークラブの活動
とその魅力を紹介した。会長、会員、元米山奨学生、元
ＧＳＥチームメンバーのご協力を得てブログを作成しア
ップした。
内容は5大奉仕の各分野でそれぞれ2～3篇。
③高鍋図書館、坂田病院、宮日新聞高鍋支局の３か所に
配布しているロータリー雑誌（友）は、そこそこ利用さ
れているようである。 図書館によると年輩の方が読ん
でおられるのをよく見かけるとのこと。
④月初めの例会で、雑誌「友」の紹介を福岡君、山口君、
森本君と私の４人で分担して行った。
⑤その他クラブホームページの固定ページの維持管理を
行った。
以上をもって、年度目標の「公共イメージと認知度の
向上」にどの程度貢献できたかは、あと半年待たねばな
るまい。
クラブ会報委員会報告
委員長 坂田師通君
副委員長 石井秀隣君
委員 松村悟郎君
この６か月間、財津さんと皆様
のご協力によって、毎週会報を発
行させていただきました。プロフ
ィールの提出ありがとうございま
した。“情報の広場”にも親睦に
役立つ情報をお待ちしております。
残り６か月間、さらに充実した
会報にしたいと存じます。宜しくお願いいたします。
○奉仕プロジェクト部門
委員長［理事］河野洋一君
新世代・ローターアクト委員会 委員長 桑野倫夫君
副委員長 茂木 晃君
委員 河原好秋君
早いもので石田年度も半年が過ぎたのかと思っており
ます。皆さんアクトの例会はいつあるのかご存知でしょ
うか?

今までは毎月の第 1.第 3 月曜
日のＰＭ7 時30分からでしたが、
変更になり、第 1 第 3 火曜日の
ＰＭ6 時 30 分になりました。
現在の会員数も前回と変わら
ず 5 名しかいません。例会もな
かなか会員の仕事の関係で全員
が揃うことはありません。多くて 3 名、少ない時は 1 名
の時もありました。アクトの例会には、茂木副委員長が
毎回参加されており、頭が下がる思いです。
彼らの半年間の活動としましては、7 月に会員間の懇
親を深める目的で日单の飫肥散策に行きました。9 月に
アクトの日にちなみロータリー会員の皆様と一緒に、蚊
口浜の清掃を行いました。11 月には、夜間歩こう会など
の計画はしていたのですが、残念ですが会員の仕事の都
合にて中止になってしまいました。
ロータリーの会員の皆様へのお願いとしまして、時間
を作って例会に参加して下さい。私たちも残り半年間、
頑張りますし、来年は明るい報告が出来るように努力を
します。

ではなく、気品と風紀を守り、例会を秩序正しく「親し
き中に礼儀あり」の精神で運営するように心がけてきま
した。３人の順番制にして、飽きのこない例会づくりに
心がけました。
国際奉仕委員会
委員長 図師義孝君
副委員長 岩村文夫君
委員 野添勝久君
岩村副委員長、野添委員と私の
3 人で国際理解と親善の推進に取
り組んでいます。
10 月にＶＴＴメンバー5 名の
方々をお迎えし、川单町のお茶農
家へご案内のお手伝いをさせてい
ただきました。新年を迎え、2 月
は世界理解月間です。外部卓話を予定していますので、
皆様楽しみにしていてください。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■委員会報告

ロータリー財団・米山委員会
委員長 中武泰一郎君
副委員長 柴垣復生君 委員 尾﨑敏弘君
今年度は、5 つの目標を掲げ
て活動しております。
10 月の米山月間・11 月の財団
月間においては外部卓話を実施
いたしました。
米山月間では、宮崎北クラブ
の長嶺貴臣様（地区米山奨学会
副委員長）にお越し頂き、学ばせて頂きました。
財団月間においては、 宮崎西クラブの喜島健一郎様
（地区財団副委員長）に私信を交えながら興味深い話し
を聞かせて頂きました。共に学ぶ所が多く得るものが
多々ありました。
10 月 10 日には、ドイツからの農業研修（ＶＴＴ）で
訪れた 5 人のメンバーに同行させて頂き、川单町での研
修に参加いたしました。
後期につきましては、１人 100 ドルの年次寄付達成と
ポール・ハリス・フェロー等への積極的な寄付を、会員
の皆様へお願いしたいと思っております。宜しくお願い
いたします。
○ＳＡＡ
正ＳＡＡ 井上博功君
副ＳＡＡ 青木善明君 副ＳＡＡ 藤本範行君
会長方針である「みんなで
力を合わせて行動を」を基に
例会を明るく、楽しく、元気
よく運営してきました。
例会のムード作りはなんと
いっても森さんのピアノ演奏
が大きな力になっていると思い
ます。森さんに感謝です。ＳＡＡは卖なる例会の進行係

親睦活動委員会 木浦亨英君

新年会のご案内
日時 平成 26 年 1 月 9 日（木）
夜間例会 18：30～
新年会
19：00～
場所 四季亭
会費 3,000 円

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜メンバー紹介＞
橋口清和君
１．職業
（株）明倫観光バス代表取締役
２．家族
①嫁 ②長男３３才③次男３０才
④次男の嫁３０才⑤孫３才
３．趣味
仕事（旅行、食べ歩き）
楽器演奏（トロンボーン・サックス・ドラムス）
４．座右の銘
和
５．メッセージ
ロータリークラブで学んだことをい
かして奉仕を高めたい。
＜情報の広場＞
このコーナーでは、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＞
今年最後の例会、お疲れ様でした。来年は、もっと充
実した会報になるように努力していきます。ありがと
うございました。
皆様、プロフィールの提出を宜しくお願いします。

