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第 1840回 平成 26 年 6 月 26 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
本日の例会案内
＊三役退任挨拶
＊地区委員挨拶

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．退任挨拶
10．次週例会案内
11．点 鐘

最終例会
＊ガバナー補佐挨拶
＊100 万㌦

第 1839 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
本日は、ロータリー
米山記念奨学生の顔明
敏（ガン・ミンビン）君
に来て頂いておりま
す。奨学金の授与式が
終わり次第、スピーチ
を頂くようになってお
ります。カウンセラー
の図師義孝君が仕事の
都合で欠席しております。皆様によろしくお伝え下さいと
早朝に連絡を頂きました。素晴らしい責任感を持っていら
っしゃいますね～図師直前会長を見習って 7 月からは、行
動をとらなければと感じました。
本日を含んで後2 回の例会しか会長の時間が残されてお
りません。年間活動を振り返りますと重点目標 13 項目中
4 項目が未達成となっております。重点項目は、約 70％の
達成率で終わってしまいそうです。各委員会別で見ますと
達成率は、かなり高くなっております。会員の皆様のご協
力、ご尽力に心から感謝申し上げます。クラブ協議会の後
半でございます。残っております 7 部門・委員会の発表者
の方々は、宜しく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！

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；７月 3 日（1841 回）
＊三役就任挨拶
＊前年度会長幹事へお礼
＊月初めのセレモニー ＊米山ランチ ＊理事会
■幹事報告
＜文書案内＞
＊64 クラブＷＥＢサイト
のお願いとクラブ情報
提出のお願い

幹事 岩切 洋君

＜現・次期理事会報告＞
１．次年度クラブ会費の件
現状で承認
２．退会者の件
退会の意思が固い為 承認
３．新年度ウェルカムランチの件
ランチの時間 12：15～12：45
点鐘 12：30

米山奨学生 顔 明敏君へ奨学金支給

■出席報告
出席状況（6/19）
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
37 名
80.43％
86.96％

■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 クラブ協議会で
す。後半の部宜しくお願い致
します。ようこそ顔明敏君！
勉強を頑張ってください。
岩切洋君 2 週間ぶりの例会出
席で大変ご迷惑をお掛けしま
した。すみませんでした。
木村貞夫君 6 月 15 日父の日に次男憲洋から腕時計をプ
レゼントしてもらいました。ありがとう・・です。
中武泰一郎君 14 日に娘の披露宴がありました。家内も
何とか体調を維持して出席でき娘の門出を祝ってやる
ことができ安堵いたしました。
■クラブ協議会（年間報告）
クラブ管理運営部門
部門長 武末喜久治君
クラブ情報委員会
委員長
平山英俊君
副委員長 日高 茂君
委員
藤本範行君
当年度から、2730 地区で
は情報委員会の名称が研修委
員会に変わった。それで、我
がクラブの定款細則を変える
必要がある。
年間活動の目標を
一、会員への情報提供
二、新入会員の研修
三、会員間の親睦を目的とした情報交換
としたが、一については、この一年間、毎月ロータリ
ー基礎知識を選んで「情報委員会便り」を発行、私が 10
回担当し、あとは日高君が 3 月に「決議 23-24」を、4 月
に藤本君が「ローターアクトとインターアクト」を受け
持ってくれた。日高君が資料情報の収集を一生懸命やっ
てくれたのが大助かり、自分達のためにも非常に良い勉
強になった。この一年間、こまめに一寸変わったことを
やったつもりですが、皆さんのロータリー知識の向上に
少しは役立ったでしょうか。二については、新入会員高
橋君が唯一人、4 月 25 日に研修を実施した。三について
は、情報交換の場を設けなかったので、会員の話しかけ
語り合いができなかったことが残念、せっかく出席した
例会ですから今後とも会員同士が積極的に情報交換され
る事をお願いします。一年間ありがとうございました。

奉仕プロジェクト部門
部門長 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
今年１年間、新世代・ローター
アクト委員会の委員長を受けまし
て１年間の活動報告をさせて頂き
ます。
① 新世代月間にちなみ蚊口浜の
清掃を早朝にアクトとロータリ
ーのメンバーで行いました。
② 晴天の中、第７回ロータリーミニラグビー大会とまた
今年から未来の夢計画を開催することが出来ました。こ
れも石田会長の尽力のおかげだと感謝をしております。
③ 世界ローターアクト週刊では、外部卓話として社会福
祉法人 金鈴学園理事長をお迎えして、家庭の事情によ
る子供たちの現状のお話をして頂きました。
新年度がスタートして鹿児島の国分で開催された新世
代。国分にてローターアクト委員長会が開催され数回参
加し刺激を受けてきましたが、刺激を受けたのは私だけ
だったのでしょうか？
なかなか高鍋のアクトの現状は大変厳しいものがあり
ます。現在の会員は 5 名ですが、仕事の都合などで例会
が開催されない日が多く、例会日と時間を皆で話し合い
変更をしてみましたが、結果が出なく反省をしておりま
す。来年にはアクトの 3 名が卒業し２名のメンバーにな
ってしまいますので、今後アクトをどうするのか、理事
会でご検討下さい。
反省の弁になってしまいましたがお世話になりました。
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
年間計画で５つの目標を掲げま
した。
① 年次寄付１人１００ドル
最終的な集計が出来ておりま
せんが、現時点ではちょっと届
かないようです。
② ポールハリスフェロー等
５人の方が米山功労者等を達成いただきました。
感謝申し上げます。
③ １０月米山・１１月財団月間
共に地区副委員長においで頂き卓話を拝聴しました。
④ ＶＴＴ（職業研修）
国際奉仕委員会と共に、実地研修に同行いたしました。
⑤ １００万ドル・米山ランチ
予定通りに実施して会員皆様からの志を頂きました。
会員の皆様のご協力に感謝申し上げます。
一年間有り難うございました。

＜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
皆様の御苦労や情熱をお聞きすることができて、有意
義でした。

関正夫君

河野洋一君

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）

『メ－クアップしましょう』
福本幸良君

長谷川修身君

森幸子さんのピアノ演奏

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

県内近隣クラブメ－クアップ会場
出席委員会
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高鍋ローターアクトクラブの例会
第 1・第 3 火曜日 18：30～ 場所；宮日会館

