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例会日

毎週木曜日 12：30～１３：３０

例会場

ホテル泉屋 ２F

事務所

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
３６８-４

ホテル泉屋内

第 1839回 平成 26 年 6 月 19 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．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊クラブ協議会―年間報告
＊次年度プログラム委員会

第 1838 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
6 月 7 日（日）付、宮日新聞
の西都・児湯版に未来の夢計
画『第 1 回チャレンジしまし
ょう！』の記事が掲載されま
した。
ここ 1 ヶ月間に 2 回も掲載
をして頂き感謝申し上げま
す。高鍋ロータリークラブの
広報・PR に大いに貢献して頂
いており今後も親密な関係で
ありたいと考えます。
私たちの事業・奉仕のことを少しでも地域の皆様に知っ
て頂き、次年度も参加者・理解者が増加すれば有難いです。
昨日付で、第 2 回の未来の夢計画助成金の配布内定通知
を頂きました。武末年度は、9 月に実施予定とのことです。
会員の皆様のご理解とご協力をお願い申し上げます。
さて、本日はクラブ協議会（年間活動報告）となってお
ります。発表者のみなさまは、1 年間を振り返って頂き、
簡潔に発表を頂きたく存じます。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！

TEL/FAX 0983-21-1636

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』
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦活動月間
次週例会案内；6 月 26 日（1840 回）最終例会
＊三役退任挨拶
＊ガバナー補佐挨拶、地区委員挨拶
■幹事報告＜文書案内＞
副幹事 福岡直樹君
＊中部地区第 3 回次年度会長
幹事打ち合わせ会（再）
日時 26 年 6 月 18 日 水
18：30～
場所 ホテルマリックス
＊第 1 回地区ローターアクト
連絡協議会案内
日時 26 年 7 月 6 日(日）
10：00～14：30
場所 都城イオンホール
＊公式訪問フォーラム発表原稿の協力について（回覧）
＊蚊口浜ビーチクリーン活動への協力お願い
日時 26 年 7 月 13 日（日）6：00～7：00 小雨決行
■出席報告
出席状況（6/12）
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

48 名
31 名
67.39％
87.50％

■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 未来の夢計画の記
事が 6 月 7 日付で掲載されま
した。第 2 回の助成金内定通
知もありました。本日はクラ
ブ協議会です。宜しくお願い
致します。
井上博功君 SAA の委員長であ
りながら 2 週連続欠席をしてしまい申し訳ありません
でした。仕事の都合で出席できませんでした。
図師義孝君 結婚記念祝のお返しとして。ありがとうご
ざいました。
藤本範行君 父の日（15 日）が近づきました。皆さん
「お父さんらしくしていますか？」私は子供達がお祝い
をしてくれる予定です。嬉しいなあ～
■クラブ協議会（年間報告）
ＳＡＡ
正 SAA 井上博功君
副 SAA 青木善明君
副 SAA 藤本範行君
例会がロータリーの出発点で
ある。ロータリークラブはホー
ムクラブが原点である。ロータ
リーの例会は気品と品格がない
といけない。と先輩から受け継
いできました。もちろんそんな
かでも、例会が明るくないと楽
しくない、楽しくないと元気が
出ない、元気がないとクラブが活性化しない、明るく楽
しく元気良くをモットーに例会を運営して来たつもりで
すがいかがだったでしょうか。三人の SAA で三者三様で
行ってみました。
藤本君、青木君にはお世話になりました。特に青木君
は毎例会、朝から会場の設営をして頂きました。私達が
会場に来た頃には会場はいつも設営されていました。
一年間ありがとうございました。
何と言っても、ピアノ演奏をしていただいた森さんに
は心から感謝もうしあげます。森さんのピアノがない例
会はもう考えられません。本当に一年間ありがとうござ
いました。また来年もよろしくお願いいたします。
そして、福岡君から無償の花の一輪挿しを今年も一年
間提供して頂きました。そして、茂木君から会員の健康
管理のため血圧測定を一年間実施していただきました。
重ねて御礼申し上げます。ありがとうございました。
反省点は多々あると思いますが、いいところは継承し
ていただき、悪いところはさらによくしていただければ
と思います。
会計
正会計 鍋倉春代君
正会計に私鍋倉と、副会計に岩下君と、いつも財津さ
んに協力してもらっています。会費の方ですが、今年度
も一人の会員の方が滞納されていましたのでず～と声掛
けしました。出席も中々できない状況だったので、今回

は請求書を出させてもらいました
が、すぐ入金して頂き助かりまし
た。今年度もあと 2 回を残すとこ
ろとなりましたが、完納できるか
と思います。預金口座引き落とし
も新入会員の高橋君がしてくれま
した。ありがとうございます。決
算はでき次第皆様に報告したいと
思います。
クラブ管理運営部門

部門長 武末喜久治君

親睦活動委員会
委員長 木浦亨英
副委員長 森本直樹君 委員 長濱 博君
委員 三原正宏君 委員 清水一彦君
委員 道北淳朗君 委員 緒方郁男君
活動方針
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、またその他参
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。
活動報告
7 月の新年度親睦会、10 月に観月会、1 月に新年会、2 月
に米沢上杉ロータリークラブが表敬訪問した際の合同懇
親会の実施、3 月に観桜会を開催し、いずれも事前打ち合
わせとして炉辺会合を行い、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企画内容を検討、
実施してまいりました。
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。
その他、ＳＡＡ及び事務局の全面的な協力を賜り、例会
場にコーヒーコーナーを設置し、コーヒーを飲みながらの
会員同士の会話等、会員間の親睦を深める機会を設けまし
た。
クラブ広報部門

部門長 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をは
じめ関係者と打合せの会を
もって、今年度の方針と分
担を確認した。
② 高鍋 RC ホームページを活
用し、会員内外の人々に
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
などのご協力を得て、17 編のブログをアップした。

この数は、途中ＨＰがウィルスに感染した期間があ
ったとはいえ、過年度の委員長から期待された数よ
り少ない。その他事務局の協力を得て固定ページの
維持管理を行った。
③ 高鍋図書館、高鍋信金、坂田病院、宮日新聞高鍋支
局の４か所に配布しているロータリーの友誌は、そ
こそこ利用されている。
④ 月初めの例会で、雑誌「友」の紹介を福岡、山口、
森本君と私の４人で分担して行った。
⑤ 雑誌「友」及び「月信」にそれぞれ 2～3 編の記事を
投稿採用された。
以上をもって年度目標の「公共イメージと認知度の向
上」に若干の貢献ができたと思われる。

クラブ広報部門

クラブ管理運営部門 武末君

プログラム 橋口君

部門長 福岡直樹君

クラブ会報委員会
委員長 坂田師通君
クラブ会報委員会は、委員長の
坂田と副委員長の石井君と松村
君で１年間、頑張ってまいりま
した。
皆様の親睦に役立つ誌面をめ
ざしてきましたが、十分でなか
ったことは反省しております。
多くの皆様にプロフィールを
提出していただき、ありがとうございました。
皆様の御協力と財津さんのおかげで１年間、どうにか会
報を続けることができました。心から感謝申し上げます。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜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。
＜クラブ会報委員会より＞
クラブ協議会で報告された皆様、おつかれ様でした。
紫陽花が美しく咲いております。石田年度も、もうす
ぐ終わりです。一年が過ぎるのが早く感じられます。
皆様、健康に気を付けて武末年度を迎えましょう。

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

出席

野田君

クラブ広報部門 福岡君

国際奉仕 図師君

ピアノ演奏 森幸子さん

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
未来の夢計画～第 1 回チャレンジしましょう！

