
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間―就任挨拶    会長 武末喜久治君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

この度長い歴史と伝統を誇る高鍋ロータリークラブ第

39代会長を仰せつかりました。 昭和 51年奉仕の理想に

共感した、33 人のチャーターメンバーによって設立され

た高鍋ロータリークラブは、歴代会長幹事のもと着々と

その実績を積み上げ、来年は40周年という節目を迎えま

す。浅学非才のうえ経験知識の未熟な私ではありますが、

伝統に恥じないよう会員皆様のご指導を仰ぎながら、藤

本副会長、青木幹事、理事役員の皆様、各委員長のご協力

をいただき、身に余る責務をこの 1年間誠心誠意、努めさ

せていただく所存でありますのでどうぞよろしくお願い

致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

さて2014-2015年度ゲイリー・ホァン会長は「ロータリ

ーに輝きを」と提唱されました。ロータリーの奉仕を人々

と分かち合いクラブをより強力なものとし、地域社会で

ロータリーの存在感をより高める。会員増強・ポリオ撲

滅・ロータリーデーを実現成功することでロータリーに 

輝きをもたらそうということです。 

また第2730地区の基本方針は、職業奉仕を磨きながら戦

略計画（増強、財団寄付、奉仕）（３年）、CLP を導入し、

増強と END POLIO NOW に協力してゲイリー・ホァン会

長の「ロータリーに輝きを」に協力しようです。 

具体的には 

① 各クラブ、RI会長賞への挑戦 

② 会員増強 120 万人➙130 万人（108％）地区において

184人増強と拡大によりチャレンジしよう 

③ ロータリー110 周年を記念してポリオ撲滅とロータ

リーデーを組み合わせてイベントをしよう。 

④ クラブにおいてRI戦略とCLPの本格導入を推奨する 

2014-2015年度「ロータリーに輝きを」のテーマ実現

に絶大な協力をし、 世界のロータリーの中で職業

奉仕と奉仕実績を高いレベルで実行できている地区

を目指そうというものです。 

RI を支えているのは地区であり、また地区を支えてい

るのは地域のロータリークラブです。私は高鍋ロータリ

ークラブ運営方針として「クラブの活性化」を提案させて

いただきます。残念ながら今回3名の退会がありました。

みなさんそれぞれの理由があり退会されたわけですが、
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第 1842 回 平成 26 年 7 月 10 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    田中 俊實 

中部分区ガバナー補佐    押川 弘巳 

RIテーマ・第 2730地区テーマ 

   『ロータリーに輝きを』 

高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの強化』 

7月の月間テーマ  

   炉辺会議月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．会員卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  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  

＊前年度 100％出席表彰 ＊財団・米山 

 ＊会員卓話        ＊血圧測定 

 

 

 

 

 

次週例会案内；7月 17日（1843回） 

＊クラブ協議会―活動方針・計画 

＊プログラム委員会 

第 1841 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



「楽しくなければロータリーではない」ということばを

思い出してください。いろんな楽しさがありますが私は 

「仲間づくりと親睦」を大事にするクラブにしたいと思

います。会員を増やす努力をしながら仲間を退会させな

い努力も必要であると思います。楽しいクラブにしまし

ょう。クラブの活性化にみんなで努力しましょう。そのた

めには活発な委員会活動をしてください。委員会の炉辺

会合を増やしてください。そして、みんなでロータリーの

奉仕を実践しましょう。 

年間重点目標としては 

① 会員増強 55名の目標にむけた努力 

② 委員会の活性化と炉辺会合を重ねることで楽しいク

ラブをつくる 

③ 未来の夢計画（障害者サーフィン・ミニラグビー）の

継続実行 

④ ロータリーカップ「ミニラグビー大会」の継続主催 

⑤ 明倫賞の選定と授与 

⑥ 40周年記念事業成功に向けた組織づくりの準備 

⑦ 米沢上杉ロータリークラブとの交流 

⑧ 地区大会・IM・地区研修協議会への参加 

「ポジティブ・アクティブ・友人たれ」 

ゲイリー会長の励ましの言葉から①ポジティブ②アクテ

ィブ③友人たれを合言葉にして、ひとりひとりが力強い

ローソクを灯しましょう。そしてゲイリー・ホァン会長の

「ロータリーに輝きを」のテーマに協力しましょう。 

会員の皆様のご協力、ご支援をよろしくお願いして私

の就任挨拶とさせていただきます。 

 

■就任挨拶         副会長 藤本範行君 

      
｢やる気満々、頑張ります」 

今年度、副会長を務めさせていただくことになりまた。 

次年度、高鍋ロータリークラブ創立 40周年の記念すべ

き年に会長の大役を仰せつかっていますので、緊張して

います。昨年度は、石田会長の姿を見ながらしっかり勉強

させていただきました。 

今年度は、武末会長の補佐をしながら、会長の責任の重

さを自覚していきたいと考えています。その一方で、40周

年記念事業に向けて、黒木敏之実行委員長とタイアップ

しながら、企画・計画のための実行委員会組織を早めに作

成して、ふさわしい実行委員会を発足させて動きます。 

非常に責任の思い１年になりそうですが、やりがいの

ある仕事ばかりです。喜んで取り組んでいきたいと、今は

意気込んでいます。何かと躓くことが多くて失敗もある

ことと心配されますが、そこを皆さんのお力を借りなが

ら、埋め合わせていきたいです。どうか先輩方、若い方々、

経験上のお知恵と、新しい発想をご教示ください。よろし

くお願いします。 

 

■幹事報告―就任挨拶      幹事 青木善明君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんこんにちは、今年度幹事の大役をさせていただ

くことになりました青木善明です。 

ロ－タリ－は奥が深く、未熟ではありますが幹事を通

して更に勉強させていただき、理解していきたいと思っ

ております。 

役員・理事・委員会、そしてロ－タリ－の仲間の皆様に

は、ご迷惑をかけることもあるかと思いますが、この１年

間、「明るく・楽しく・和やかに」の気持ちで一生懸命、

務めさせていただきますので、皆様のご協力とご指導を

よろしくお願いいたします。 

 

＜文書案内＞ 

＊2014－15年度第1回ローターアクト委員長会開催案内 

 及びアンケート記入のお願い(8/1締切) 

 日時 2014年8月24日(日)10：00～14：20 

 場所 加治木カノンホール(文化会館) 

＊米山奨学会より上期普通寄付金送金のお願い 

＊ガバナー事務所・地区事務所台風接近の為休みの案内 

＜理事会報告＞ 

１．高鍋ロータリークラブ定款改正の件  承認 

２．2014-15年度年間プログラム案の件  承認 

３．2014-15年度予算案の件  承認 

４．7月のプログラム月間名称の件 炉辺会議月間承認 

 

☆直前会長・幹事へお礼  一年間お疲れ様でした。 

石田喜克君、岩切 洋君 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆月初めのセレモニー(7月) 

誕生日祝～茂木晃君・向山健一・木村貞夫君 

 
 

結婚記念祝い～森本直樹君・三原正宏君 

 

 
■出席報告       出席委員長 長野孝吉君 

出席状況（7/3） 

会  員  数 45名 

出 席 会 員 数 42名 

ホーム出席率 93.33％ 

前々回修正出席率 86.96％ 

 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動委員長 坂田師通君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

武末喜久治君 会員の皆様一年間 

一生懸命頑張りますので宜しく 

お願い致します。 

青木善明君 前年度会長・幹事の 

石田君、岩切君本当にお疲れ様 

でした。新年度武末会長と共に 

新役員一致団結してロータリー 

を盛り上げて皆様と共に楽しく頑張っていきたいと思 

います。どうぞ宜しくお願い致します。 

向山健一君 武末年度を祝して。誕生祝、出席100％表彰 

祝いのお礼。 

島子勝芳君 武末年度を祝して。 

茂木晃君 誕生祝いのお礼。 

橋口清和 武末年度の船出をお祝いして。楽しいクラブ 

にしてください。 

桑野倫夫 いよいよ今日からスタートですね。武末会長 

青木幹事同級生名コンビの門出を祝って。 

木村貞夫君 武末年度の始まりを祝い、一年間体調に気 

を配り頑張って下さい。SAAを木村、平山君、高橋君と 

三人で運営します。よろしくご協力下さい。 

石田喜克君 武末会長、青木幹事今後益々のご隆盛をご 

祈念申し上げます。 

岩切洋君 本日は上着を着ずに例会出席させて頂いてお 

ります岩切です(軽装でスミマセン)新年度武末会長、

青木幹事1年間頑張って下さい。 

岡島達雄君 武末丸の船出をお祝いいたします。一年間 

宜しくお願いします。 

藤本範行君 新年度の会長・幹事さん期待しています。 

ガンバッテください。慶良間諸島の海を楽しんで昨日 

無事に帰ってきました。 

木浦亨英君 今年一年よろしくお願い致します。 

坂田師通君 武末年度の船出をお祝いして。 

森本直樹君 結婚記念祝いのお返しとして。ありがとう 

ございます。今年は、高鍋高校 OB 祭の担当ですので、 

あわせてご協力お願いします。 

 

  
ＳＡＡ 木村貞夫君    雑誌紹介 日高茂委員 

  

 副幹事 福本幸良君    ピアノ演奏 森幸子さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


