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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．ＩＭ報告
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

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』
3 月の月間テーマ
識字率向上月間
次週例会案内 3 月 26 日（1876 回）
＊夜間例会
（場所；藤原牧場）
＊観桜会～親睦活動委員会担当

本日の例会案内
＊ＩＭ報告
＊プログラム委員会

第 1874 回

藤 本 範 行
青木 善 明

例会日

第 1875 回 平成 27 年 3 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
昨日は東日本大震災の追
悼式がおこなわれました。
＊
あれかから4年たちました
がまだ行方不明の方が 2584
人おられるそうです。復興も
なかなか進まず、また福島第
一原子力発電所の除染作業
ではぎとった表土は、県内の
7 万 5000 ヶ所以上に仮置き
されているそうですが、中間貯蔵施設への搬入作業が 13
日からようやく始まります。最長 30 年にわたり一括保
管する、この中間貯蔵施設はまだ 2 町で建設が進み用地
は 1600 ヘクタール、東京ドーム 20 杯の保管が可能にな
るそうです。たんぼや空き地民家の庭先におかれた汚染
土は地域再生の障害となっております。最終処分場の選
定はこれからです。30 年以内に最終処分をすると明記さ
れましたが、1 日も早い復興を願わずにはいられません。
さて、
本日先週の理事会の報告をさせていただきます。
1. 2013-2014 年度の収支決算を 3 月 2 日に平山君と池
部君のお二人に監査をしていただきました。適正に処
理されていることの会計報告がありましたので、理事
会で承認いたしました。

2. 創立 40 周年の実行委員メンバーが実行委員長黒木
君から提案されましたので、理事会で承認いたしまし
た。それぞれの委員会に分かれていただきますが、割
り振りができましたら黒木君から発表していただきま
すのでしばらくお待ちください。
3.「未来の夢計画」の行事として昨年 9 月に実施できな
かった障害者のサーフィン体験とタグラグビーを 5 月
16 日の土曜日に実施することで承認されました。地区
補助金をいただいておりますのでぜひとも成功させた
いと思っています。
皆さんの参加をお願いいたします。
4. 5 月に明倫賞の授与を予定しておりますが、それに
あたり選考をいたします。この賞はロータリーの社会
奉仕もしくは職業奉仕の理想を具現し地域社会の範と
なる個人または団体に贈呈するものとする。選考は選
考委員会を設けて行います。
選考委員会の構成は会長・
副会長・幹事・社会奉仕委員長・職業奉仕委員長の 5
名と会員の中から若干名としその総数は 10 名以内と
し選考委員長は会長があたるものとする、と規定にあ
ります。社会奉仕委員長長谷川君・職業奉仕委員長山
口君よろしくお願いします。会員の皆さんで候補者お
られましたらぜひご推薦お願いします。
5. 第 4 回高鍋大師植樹祭が今週日曜日 15 日に行われ
ます。今年度完成した遊歩道に 5 種類の苗木 300 本が
植えられます。今回は 1 本 2000 円の「花咲か募金」と
いうことで.でクラブに花木のオーナーになってくだ
さいという観光協会の要請がまいりましたので理事会

で検討し、10 本のオーナーになることで承認されまし
た。当初 15 本とで申し込んでおりましたが、多数の応
募があり苗木が足らなくなり、10 本となりました。
20000 円の寄付をさせていただきました。午前 9 時
受付で 10 時より開会式が行われます。植樹に参加し
ていただく方は軍手とスコップ、散水用のペットボト
ルの水をご持参ください。なお食事の用意もしてある
そうですので多勢のご参加をお願いします。
駐車場は大師堂北側で坂本の信号角の旧大林砂利造
成地だそうです。

☆ＰＥＴＳ報告

会長エレクト 藤本範行君

2015－2016 年度 ＲＩテーマ
「世界へのプレゼントになろう」
■幹事報告＜文書案内＞
＊例会場及び事務所変更案内

幹事 青木善明君

鹿児島サザンウインド RC
例会場
鹿児島東急 REI ホテル
事務局住所
鹿児島市中央 5-1
鹿児島東急 REI ホテル内
＊ライラ報告書・写真送付
＊青少年交換留学生ポスター
＊なでしこ 2730 委員会より東日本被災地訪問のご案内

■ＢＯＸ披露

2015-2016 年度 国際ロータリー会長
Ｋ．Ｒ“ラビ”ラビンドラン会長
2015-2016 年度 第２７３０地区ガバナー
野中 玄雄 ガバナー
2015-2016 年度 ガバナー公式訪問
高鍋ＲＣ ９月３日(木)
クラブフォーラム
「奉仕は力！活かそう例会」

親睦活動委員長 坂田師通君

<ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

図師義孝君 家族の事ですが
孫が東大に合格しました。
頑張って成長してくれる事
が楽しみです。
石井秀隣君 誕生日のお返し。
藤本範行君 先日会長エレク
ト研修を受けて、しっかり学
んできました。本日は報告させて頂きます。
よろしくお願いします。
木浦亨英君 誕生祝のお返しと結婚記念祝いのお返し。

■出席報告

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

出席委員長 長野孝吉君
副 SAA 高橋康朗君

出席状況（3/12）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

47 名
38 名
80.85％
87.23％

ソングリーダー 橋口清和君

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

