武 末 喜久治

第 1819 回

平成 26 年 1 月 23 日プログラム

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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．ガバナー補佐報告
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊ガバナー補佐半期報告―尾﨑敏弘君
＊例会終了後プログラム委員会

第 1818 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
先週の新年会、二次会に
参加頂きまして感謝申し上
げます。新年会では、久々
に親睦活動委員会の長濱博
委員が、マイクを握って素
晴らしい司会進行をして頂
きました。初笑いの模範と
なる進行役にぴったりの彼
の姿を拝見しながら会員の皆様の笑顔が最高でした。書
き初めもスムーズに終了し、講評付きでなかなかの出来
栄えであったと思います。更に二次会にも 20 名近くの
方々が参加して頂きありがとうございました。親睦活動
委員会の皆様に御礼申し上げます。スタート良ければ結
果よしの法則に則って、6 月まで走って参りたいと考え
ております。
会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
先程、新入会員候補の高橋弁護士さん（35 歳）に会っ
て参りました。会員増強も勢いに乗って進めて参りたい
と思っております。情報提供を宜しくお願い致します。
さて、今月は、ロータリー理解推進月間となっており
ます。勉強をする機会が 1 月 27 日の早朝に、宮崎市のラ
グーンで開催されますので、自主参加をお願い申し上げ
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 30 日（1820 回）
＊外部卓話―新田原基地司令 内倉浩昭様
＊100 万ドル
報告事項になりますが、友好ロータリークラブの米沢
上杉 RC の数名のメンバーが 2 月 20 日～2 月 22 日の間に
来町されるようです。懇親の場を企画し更なる交流を深
め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＞
＊姶良ロータリークラブ及び
霧島ロータリークラブの
Ｅメールアドレス変更
＊社会奉仕プロジェクト「意
義ある業績賞」申請について
＊シドニー国際大会朝食会の件
＊ロータリー国際囲碁大会の件
＜理事会報告＞
１．
ロータリー勉強会の件
（中部分区会長幹事会で協議）
第１回開催＝1 月 27 日 石田会長・日高君参加
今後、参加者は交代制で２～３名参加する。承認
２．第７回高鍋ロータリーカップミニラグビー大会の件
2 月 8 日前日準備、2 月 9 日大会＝全員に協力要請
３．同上大会運営補助金増額の件
参加チームも増え、今回は 600 名超参加の為、現状
の 10 万円から 15 万円に増額補助で承認
４．ＩＭ登録料の件（全員登録義務 登録料 2,000 円）
一人当たり 1,000 円個人負担 で承認

５．米沢上杉ロータリークラブ来訪の件（2/20～22）
2 月 20 日（木）は夜間例会に変更
米沢アテンド委員会開催（2/23 例会終了後 7 名）
■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
47 名
33 名
71.74％
73.91％

♬ 月初めのセレモニー ♬
お誕生日おめでとう！ 緒方君

結婚記念日おめでとう！ 関君、平山君

■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 新入会員候補者
高橋康朗弁護士の入会内諾を
頂きました。今月の誕生日・
結婚記念の３名の方々おめで
とうございます。
関正夫君 結婚記念祝のお返し。
今年も宜しくお願い致します。
平山英俊君 結婚記念祝有難うございました。
岡島龍男君 石田会長、岩切幹事あと半年です。頑張っ
て下さい。
緒方郁男君 誕生日祝いと先月の結婚記念祝のお返しと
して。ありがとうございました。
☆情報委員会便り（Ｊａｎ）－例会と会合－
ロータリー情報委員長 平山英俊君
ロータリーという組織の歯車が、よどみなく回転して
いくために、例会から、国際レベルの大会までさまざま
な会合が、展開されています。
代表的なものを簡卖に整理してみました。

１．クラブ例会（ Club Regular Meeting ）
親睦と奉仕の基礎となるも
ので、楽しみながら修練を
積む場でもあります。例会
が身近でかつ最も大切なロ
ータリー活動であり、基本
的には毎週 1 回、同一の曜
日と時間に、決まった会場
で開かれますが、夜間例会など臨時の変更もあります。
最近は、例会のあり方に幅をもたせたＥクラブもあり
ます。
定款第６条 日および時間
毎週１回、細則に定められた日および時間に、定例
の会合を開かなければならない。
細則・第５条第２節
本クラブの毎週の例会は木曜日 12 時 30 分に開催
されるものとする。
例会の変更と取り消し等は定款参照
２．地区大会（District Conference）
「親睦と、感銘深い講演と、クラブおよび地区の業務
に関する事項の討議を通じて、ロータリーのプログラ
ムを推進するために、毎年、各地区で開かれる会合」
で全ロータリアンと家族が出席できます。
一般的には、
ガバナーの所属クラブがホスト（世話役）となって、
ガバナーが主宰します。
３．地区協議会（District Assembly）
毎年 1 回、地区内全クラブの次期会長、幹事、委員長
などの国際ロータリー（ＲＩ）理事会が指名した、次
期クラブ指導者が集まる知識・情報交換の場です。日
程は従来、国際協議会（2 月 15 日より前に開催）の後
で、国際大会の日程と重ならないように、3 月～5 月中
に開催するようなりました。
４．ＰＥＴＳ（Presidents-Elect Training Seminar）
会長エレクト研修セミナーで毎年、2 月、3 月に 1
日半の日程で行われています。ガバナーノミニーが、
ガバナーと協力して実施する、次年度のクラブ会長
全員のための研修、教育プログラムです。ガバナー
補佐、地区研修リーダーも参加となります。
５．ＩＭ・都市連合会（Intercity Meeting）
分区卖位で、ガバナー補佐が主催して開かれます。
テーマはロータリーのこと、一般社会のことで話題に
なっていること、考えなければならない問題など、多
岐にわたります。形式も講演、フォーラム等いろいろ
あります。
この会合では、
知識を広め深めるとともに、
分区内の会員の親睦も重要な目的ですから、懇親会も
併せて開催されます。
６．国際大会 （Convention）
国際大会は、毎年 4～6 月の間に開かれます。年に 1
度、世界中のロータリアンが集まるＲＩの大会です。
主な目的は、国際レベルにおいて、全ロータリアン、
特に、ＲＩおよびロータリークラブの次期役員が集う
ことにより、さまざまな情報を得たり、親睦を深めた
りすることにあります。国際大会は本会議、研究集会

またはフォーラムが行われ、表彰式やＲＩ昼食会、晩
餐会などで構成され会員や家族なら誰でも参加できま
す。
出席する 16 歳以上の人は登録と登録料が必要です。
日本で開催された国際大会
1961 年（昭和 36 年）、1978 年（昭和 53 年）と東京で
2 回、2004 年（平成 16 年）に大阪で 26 年ぶりに 3 度
目の国際大会が開かれています。
７．ＲＹＬＡ ロータリー青少年指導者育成プログラム
( Rotary Youth
Leadership Awards )
指導者及び善良な市民としての資質を伸ばすことを目
的として、地域の 14 才～18 才、19 才～30 才までの２
グループに分け地区内の若い人々とロータリアンが参
加して行われます。
２月情報委員会便り (Ｆe b ）予告 「米山記念奨学会」

“ロータリーの友”紹介

書き損じはがきをよろしく

広報雑誌ＩＴ委員長 岡島君

国際奉仕委員長

図師君

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜メンバー紹介＞
坂田師通君
１．職業
２．家族
３．趣味
４．座右の銘
５．メッセージ

内科医、専門は臨床免疫学
妻と二人暮らし
仕事が趣味？
夏の火鉢、旱の傘
未熟者ですが、よろしく御指導
下さい。

＜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＞
平山君、岡島君、いつもありがとうございます。
インフルエンザが流行しています。どうぞ皆様、お気
を付けくださいませ

『メ－クアップしましょう』
中部分区クラブメ－クアップ会場
出席委員会
月 宮崎单
宮崎観光ホテル西館 8 階
宮崎東
ウェルシティー宮崎
火 宮崎
宮崎観光ホテル
西都
ウェディングパレス敷島
水 宮崎北
ホテルマリックス
佐土原
サンホテルフェニックス
木 宮崎中央 サミット・クリスタルルーム
金 宮崎西
宮崎観光ホテル
高鍋ローターアクトクラブの例会日
第 1・第 3 火曜日 18：30～ 場所；宮日会館

副ＳＡＡ 藤本君

新「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：
第 1.知り合いを広めることによって奉仕の機会と
すること；
第 2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は
すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔な
ものにすること；
第 3.ロータリアン一人一人が、個人として、また
事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること；
第 4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進
すること
付記
「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく
重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ
ればならないものであるということで、RI 理事会
の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020）

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真実かどうか
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか
４、みんなのためになるかどうか

