武 末 喜久治

第 1820 回

平成 26 年 1 月 30 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー

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．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊100 万ドル
＊外部卓話―新田原基地司令
空将補 内倉浩昭様

第 1819 回
■会長の時間

例 会内 容
会長 石田喜克君

先日、島子勝芳君のお見舞いにご自宅に行って参りま
した。元気にしておられたことを皆様にご報告するとこ
ろでしたが、
元気なお姿で本日例会にご出席頂きました。
入会予定者のたかなべ法律事務所の弁護士・高橋康朗
様が来週の例会にゲストとして参加頂けるようになりま
したので報告させて頂きます。
今月は、『ロータリー理解推進月間』となっておりま
す。定義は、会員にロータリーについて知識と理解を一
層深めてもらい、同時にロータリアン以外の、一般市民
にもロータリーのことを良く知ってもらうためのプログ
ラムを実施する月間である。と明記されております。
来週の例会には、第五航空団司令・新田原基地司令の
内倉浩昭様をお迎えして外部卓話を頂くこととなってお
ります。新富町にある基地には、1700 名以上の方々が勤
務されていらっしゃいます。可能であれば、何らかの形
で交流が図れたら幸いです。

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；2 月 6 日（1821 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊ロータリー情報便り・雑誌紹介
＊理事会
また、来月の９日は、７年目となる高鍋ロータリーカ
ップミニラグビー大会を主催・開催させて頂きます。
この大会は、ご承知のとおり、2730 地区の助成金を利
用して第１回目を開催し、2 回目からは、唯一、当クラ
ブの主催大会となっており、宮崎県、大分県、鹿児島県
の小学生、幼稚園児 600 名超、家族を含む 1000 名を超
す参加を頂いております。
この大会の案内は、クラブホームページを活用して全
国に発信されております。参加申し込み等も会員の日高
茂君の御協力により、IT を利用した受付管理が可能とな
っております。大会の様子は、地元の宮崎日日新聞にも
毎回掲載して頂いております。
会員の皆様は、毎週の例会参加等で勉強をされており
ますが、対外的なことへの参加などを今まで以上に推し
進めていただき、ロータリーの事をよく知ってもらうよ
うを願望いたします。私自身も高鍋ロータリークラブの
事に一般市民の方々が興味関心を持っていただけるよう
に努力をして参ります。
一人一人の行動が高鍋ロータリークラブを更なる発展
へと動かします。2 月 9 日（日）の第 7 回高鍋ロータリ
ーカップミニラグビー大会に参加して PR 活動をお願い
申し上げます。本日もロータリーを楽しみましょう！

昨年のミニラグビー大会

■幹事報告
幹事 岩切 洋君
＜文書案内＞
＊2 月のロータリーレート
1 ドル＝102 円
＊赤い羽根共同募金による
助成審査委員のお願い
任期＝平成26 年3月1 日～
平成 28 年 3 月 31 日
＊第 7 回高鍋ロータリーカップミニラグビー大会案内
日時 平成 26 年 2 月 9 日 9：40～
場所 小丸河畔運動広場
＊第 1 回宮崎県中部分区ロータリー勉強会報告
＊川内ロータリークラブ創立 60 周年記念式典案内
日時 平成 26 年 4 月 19 日（土）16：00～
場所 川内市ホテルグリーンヒル
登録料 10,000 円
（2/21〆切）
＊佐土原ロータリークラブ 2 月例会案内
2/5 フォーラム
2/12 ゲスト卓話
2/19 会員卓話
2/26 会員卓話
＊西都ロータリークラブ 2 月例会案内
2/4 外部卓話
2/11 祝日休会
2/18 夜間例会
2/25 外部卓話
■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
38 名
80.85％
84.78％

■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 島子勝芳君が例会
に参加頂きました。
ありがとうございます。元気
なお姿を拝見して
ホッとしております。
岩切洋君 尾﨑ガバナー補佐、
半期報告宜しくお願いします。来週は所用の為、例会
欠席させて頂きます。福岡副幹事にお願い致しました
のでよろしくお願い致します。
島子勝芳君 入院お見舞いありがとうございました。

☆ガバナー補佐半期報告
中部分区ガバナー補佐

尾﨑敏弘君

2013～2014 年度宮崎中部分区のガバナー補佐に附い
て半年経過したのでその報告をいたします。
任期は 7 月 1 日から翌年の 6 月 30 日までです。
ところが、
5カ月前の2月には最初の研修が始まった。
所謂初任者研修である。その後、何回か研修や会議が
あった。でも集中力は欠落し、物忘れ(物覚え)の酷い私
にはほとんど残っていない。でも 3 月にあった会長エレ
クトと合同であった PETS だけは覚えている。 石田君と
共に参加し、宮崎観光ホテルの畳の間で一緒に寝たから
である。畳の部屋で布団に寝るのは久しぶりだった。
就任するまでには当然のことながら計画されている打
合会議が多かった。 特に 10 月来訪予定の VTT メンバー
の受入準備会議が 3 月に始まった。
「有機農業を通して世界の子どもたちに安全な食材を」
をテーマに、RI ドイツ 1950 地区（バイエルン・チュー
リンゲン）ゲラロータリークラブのカロリーン・ウルリ
ヒ女史が一行４人を引き連れて 9 月 28 日～10 月 18 日ま
で 21 日間、鹿児島中部分区、鹿児島市内分区、宮崎中部
分区、鹿児島奄美分区で研修された。
来訪者全てが 30 歳前後の有機農業従事者だった。
本県では滞在１週間のうち 5 日間を綾町、宮崎市、川单
町の有機農業実施農家を訪問した。
我がクラブ管内では、川单町の茶農家で栽培や茶製法
など熱心に話し合っていた。 特に園地では 2 メートル
ぐらいの細い棒を見つけて自ら耕土に突き刺しその深さ
を測っていたのを見て、熱心さに感心した。最後に養豚
場の研修が加えられていたが、選定に当たっては防疫の
観点からも考えてほしかった。
その後一行は、地区大会に出席して、奄美大生島での
研修を終えて帰国した。
補佐の務めは 6 月末まで半年近くありますがご支援を
よろしくお願いします。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

＜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。

ＳＡＡ

井上博功君

ピアノ演奏 森幸子さん

＜クラブ会報委員会より＞
島子君が元気に例会に出席され、
本当に良かったです。
尾﨑ガバナー補佐のユーモア溢れる半期報告も、興味
深く拝聴させていただきました。
インフルエンザとノロウイルスが大流行しております。
皆様、どうぞお気をつけてお過ごし下さいませ。

