国際ロータリー第2730地区

会報

高鍋ロータリークラブ
区

会

長

副会長
幹

毎 週 木 曜 日 12：30～１３：３０

例 会場

ホテル泉屋

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 TEL/FAX 0 9 83 -2 1- 16 36

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．新入会員卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊新入会員卓話―小泉 潔君
＊例会終了後プログラム委員会

第 1870 回

藤 本 範 行
青木 善 明

例会日

第 1871 回 平成 27 年 2 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

事

武 末 喜久治

例 会内 容

■会長の時間
会長 武末喜久治君
先日の日曜日は第 79 回歯
＊
車会が UMK カントリークラ
ブでおこなわれました。今回
は高鍋が当番で緒方君には
日程調整で骨折っていただ
きました。また、清水君、木
浦君には早くから行って、受
付をしていただきました。
ゴルフ同好会の皆さん、あ
りがとうございました。
高鍋クラブからは 14 名の参加で総勢 26 人のコンペで
した。寒くておまけに強風が時折吹く中、私としては悪
戦苦闘のラウンドでした。この悪条件の中、井上君の 38
のスコアには脱帽でした。黒木君の成長著しくバーディ
ー2 つもとりました。優勝は佐土原の日高さんでした。
夜は鍋倉君の店「春爛漫」で打ち上げを行ない、反省
会も大いに盛り上がりました。次回は西都クラブ担当で
すが、その前に、高鍋だけのコンペをやりましょうとい
う声があがりました。
その際は多くの参加をお願いします。ゴルフ担当？の
緒方君、よろしくお願いいたします。
先週の理事会の報告をさせていただきます。

２F

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
『クラブの活性化』
2 の月間テーマ
世界理解月間
次週例会案内 2 月 26 日（1872 回）
＊外部卓話―高鍋信用金庫 宮本様
１．創立 40 周年記念事業案について。
実行委員会を設立いたします。会長藤本君、実行委員
長は黒木君、副実行委員長に井上君、石田君、柴垣君、
武末君。会計に平山君、森本君。委員会は諮問委員会、
SAA 委員会、総務委員会、受付委員会、記念事業委員
会、記念式典委員会、記念祝賀委員会、友好クラブ委
員会、記念誌委員会と設け、実行委員のもと、全員ど
れかに張り付いていただきたいと思います。一応案で
ありますので変更もあると思いますが、全員一丸とな
ってぜひ成功させたいと思います。よろしくご協力お
願いします。
2. 先週入会いただいた小泉君の職業分類の件。
職業分類はサービス業の公衆浴場。所属委員会は出席
委員会で承認されました。
3・ 来年の 40 周年の出席依頼の為米沢上杉ロータリー
クラブへの訪問の日程を５月 11 日から 3 日間と決定
したのですが、一昨日米沢から、11 月 6 日に 2800 地
区の地区大会への出席案内通知が届きました。
米沢上杉ロータリークラブの酒井さんが次年度の
2800 地区ガバナーに就任されるそうで、そのお祝いと
出席依頼を兼ねて 11 月に訪問しょうかという意見も
でましたので、次回の理事会で決めさせていただきま
す。以上理事会の報告でした。
今月は世界理解月間です。1905 年（明治 38 年）2 月 23
日はポール・ハリス、ガスターバス・ローア、シルベス

ター・シール、ハイラム・ショレーの 4 人がシカゴで初
めて会合を開いた日で、この日はロータリーの創立記念
日です。
よって 2 月は世界理解月間と指定されています。
又 2 月 23 日から 1 週間を「世界理解と平和週間」と
呼びロータリーの奉仕活動を強調することが決議されま
した。ロータリーはいろいろなプログラムで世界平和に
ついて視野を広め平和への思いを声高く表明してきまし
たが、残念ながら深刻な武力紛争が世界各地の国を荒廃
させ多くの人々が犠牲になっています。中東アフリカを
中心に民族や宗教上の対立、貧困、差別また現在はイス
ラム国のテロが最重要問題となっています。他国や宗教
を理解する事の難しさを感じます。
今日は世界理解月間にちなみ高鍋の小中学校の ALT の
ハナ・ロバートソンさんをお迎えしております。東京の
大学に 1 年留学され、高鍋には 2 年前に見えました。ALT
を志望した理由は「日本の文化や生活を自分の目で確か
めたかった。また、日本の子供達に英語を教え、イギリ
スの文化を紹介したい。
」
と週報の取材に答えておられま
す。2 年前の 3 月に卓話をしていただきましたが、今日
はどんな話を聞けるか楽しみです。
よろしくお願いします。
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 青木善明君
＊地区公共イメージ部門長よ
りクラブ開催の対外的行事
の連絡依頼について
＊押川ガバナー補佐よりＩＭ
実行委員会開催案内
日時 平成 27 年 2 月 19 日
19：00～
場所 ホテルマリックス
つぼ八
会費 3,000 円
＊宮崎東ロータリークラブより地区補助金事業「車椅子
バスケットボール南九州大会」のご案内
日時 平成 27 年 3 月 1 日 10：50～16：00
場所 宮崎市総合体育館
＊公共イメージ部門長よりイベント及び周年行事に関し
てのお尋ね
＊ＲＩからのお知らせ～試験的プログラム参加申請の件
■出席報告
出席状況（2/12）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

☆外部卓話

■ＢＯＸ披露

ＡＬＴ ハナ・ロバートソン様

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 ＡＬＴのミス
ハンナさんをお迎えして。
英語で挨拶をしてみましたが
通じたかどうかわかりません。
茂木 晃君 私事にて 1 月の
血圧測定できませんでした。
お詫びします。
木村貞夫君 ＡＬＴで活躍のハナ・ロバートソンさんを
お迎えして。今日は卓話有難うございます。感謝。
中武泰一郎君 7 日に家内の 49 日を致しました。気持ち
の整理はまだまだつきませんが、日々家内と向き合っ
て供養していきたいと思っています。
石田喜克君 国際理解月間にちなんで、ＡＬＴのハナ・
ロバートソン様に卓話を頂きます。
サンキュウー～ベリ～マッチ
坂田師通君 茂木先生の復帰をお祝いして。
今日は学生時代に好きだった女性の誕生日です。

出席副委員長 向山健一君
ソングリーダー橋口君

木浦君

ミニラグビー大会へ助成金贈呈

藤本君

47 名
36 名
76.60％
93.48％

☆ライラ報告
久保 智弘 君
先月中旬にロータリーク
ラブの研修に参加させても
らいました。
今回の研修のなかで一泊
し、参加者の方とたくさん話
をする機会がありました。研
修内容の話や、個人個人の職
業の話等たくさんの話題が
ありました。個人的なことで
はありますが一番印象に残っているのは、自分達の造っ
た焼酎について聞いてくださる事でした。とてもありが
たいと感じたと共に、特に二日目の研修内容に強く影響
与える話題でした。一日目から二日目にかけて誰の役に
立つのか、自分の役割は何なのかとあり前日に自分達の
造った焼酎の話題が上がったこともあり、愛飲者の為に
と自分の仕事への考え、意義などを再確認することがで
きました。三か月後の自分の目標をたて、今その目標の
ために何をするべきかを学び愛飲者の為にコツコツ努力
し続けたいなと思いました。今回学んだことを今後の仕
事、日常にしっかり生かしていきたいなと思いました。
☆ライラ報告
白石 蓮 君
僕が今回ライラの研修で学
んできたことは、
ＳＭＣです。
ＳＭＣとは、素直、前向き、
チャレンジの略語です。この
素直、前向き、チャレンジと
いうのは日常生活や仕事の場
面で自然としていることで
す。しかし、自分はたまに、
どれか一つがかけていること
に気づきました。当たり前のようで当たり前出来ていな
いこのＳＭＣを今後は、しっかりと当たり前にできるよ
うにまずは、日常生活から実践していきます。
今回のライラの研修では、他にも自己紹介のしかたな
どいろいろと学ぶことができました。とても自分のため
になる良い研修でした。

☆高鍋ロータリーカップミニラグビー大会（2/15）
「エンド ポリオ ナウ ロータリーデ―」
於；小丸河畔運動広場

