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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．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊クラブ協議会（年間報告）
＊血圧測定

第 1884 回

藤 本 範 行
青木 善 明

例会日

第 1885 回 平成 27 年 6 月 11 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト
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
6 月になりました。いよい
よファイナルが近づいてき
＊
ました。中武次期幹事に言わ
せると私の表情が 1 日、1 日
明るくなっているそうです。
さて今月は親睦活動月間
となっています。親睦といえ
ば、今期は坂田君に毎月ファ
イアーサイドミーティング、
炉辺会合を計画していただき、その都度担当委員会を決
め勉強会の後懇親会そして２次会という流れで、やって
いただきました。勉強会より親睦会に力が入ったきらい
もありますが、ほんとにご苦労様でした。
このファイアーサイドミーティングの起こりは、ロー
タリー源流の会会長の田中毅氏の翻訳になるゴールデン
ストランド黄金の絆という、ジャーナリストでシカゴロ
ータリークラブの会員だったオーレン・アーノルドの名
著の中に書いてありましたのでご紹介します。
1937 年オーレン・アーノルドがシカゴ近郊のハイラン
ドパークの新居に引越しました。近所に知り合いがいま
せんでしたが、この町にはロータリークラブがあって、
1、2 度出席したことがあったのでシカゴロータリークラ

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』
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 18 日（1886 回）
＊クラブ協議会（年間報告）
＊次年度プログラム委員会（次年度委員長全員）
ブにハイランドパークに住んでいるロータリアンを教え
てもらいました。12 名の会員が住んでいることがわかり、
それらの会員をロータリーの集会として家に招待しまし
た。家の大きな暖炉の大きな燃え盛る火の前で多くの事
を楽しく語ったそうです。それからそのゲストのロータ
リアンがそれぞれの家庭で非公式の会合を始めそれをフ
ァイアーサイドミーティングと呼んでいたことから、い
までもロータリーの素晴らしい一要素となったそうです。
「あらゆるロータリーに関する話は付け足しにすぎず、
親睦が第一であった。シカゴロータリーはやがてクラブ
の責任下に置くことによってこのなごやかな現象を承認
したそうです。ポールハリスはロータリーのこの現象を
想像しなかっただろうが、1964 年には 25000 回におよぶ
ファイアーサイドミーティングが世界中のロータリーの
家庭で開催されシカゴだけでも数十回におよんだ」と書
かれています。やりかたこそ違え坂田君の企画はこの親
睦に大いに役立ったと思います。ただ、RI でいう親睦活
動月間とは本来国際奉仕の一部門です。2008-2009 年の
2710 地区諏訪ガバナーによれば、日本のロータリアンは
クラブにおける親睦活動と誤解していて、本来はロータ
リーの基盤は親睦にありそれが意義ある奉仕活動の原動
力となり、単にクラブに関してのみ限定されるものでは
なく広く世界に友情と親交の輪を広げるための全ロータ
リアンによる親睦活動があることを理解していただきた
いとおっしゃっています。世界親睦活動が 1970 年に RI
の正式プログラムとなり、1989 年には共通の職業をもつ

「国際職業連絡グループ」が試験的プログラムとして発
足し、1993 年には「ロータリー趣味・職業別親睦活動」
が誕生しました。2000 年 10 月に RI 理事会は 6 月を「ロ
ータリー趣味・職業別親睦活動月間」と指定して特別月
間と位置づけしました。2001 年 6 月の理事会で「ロータ
リー親睦活動」と改称し 2002 年 1 月より月間名も「ロー
タリー親睦活動月間」となったそうです。日本では、ヨ
ット、囲碁、切手収集、ランニングとフィットネスなど
あり、いわばクラブを超えた趣味とレクレーションによ
り新たな友情を育み奉仕の機会を増進するためにロータ
リアンによってロータリアンのために組織されているそ
うです。
我がクラブでそういう広い趣味の組織に参加している
方はおられませんが、月間にちなんで親睦活動月間の本
来の在り方を今ごろになって勉強させられました。久々
にロータリーの事をお話して会長の時間とさせていただ
きます。
■幹事報告＜文書案内＞
＊ロータリー勉強会第 9 回
開催のご案内
日時 平成27 年7月29日 水
場所 ホテルマリックス 2 階
演題 会員増強について

幹事 青木善明君

■新入会員卓話
阿多美千代君
（自己紹介）
・昭和 40 年黒田家の長女と
して生まれる
・高鍋西小・高鍋西中学校・
県立都農高校卒業
・平成 3 年に結婚
・航空自衛隊新田原基地勤
務（現在山口県に単身赴
任中）の主人と 23 歳の
長女と 19 歳の長男の 4 人家族（犬 2 匹同居）
・平成 8 年父の他界後、夫の転勤で沖縄に 4 年半生活
し帰郷、その後株式会社あおい会館に就職
・平成 22 年 9 月より保護司になる
（職業分類＝葬祭業）
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
■出席報告
出席委員長 長野孝吉君
出席状況（6/4）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

48 名
36 名
76.60％
87.23％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
☆月初めのセレモニー
結婚記念おめでとう！

■ＢＯＸ披露

図師君

石田君

雑誌紹介 日高君

ＳＡＡ 木村君

ゴルフ案内 木浦君

新店舗の案内 道北君

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 長男が監督をし
ている日章学園男子が個人団
体とも優勝しました。女子も
団体だけ 2 位でしたが個人シ
ングル共優勝しました。首が
つながってほっとしています。

図師義孝君 結婚記念祝いの
お返しとして。ありがとうございました。
石田喜克君 忘れていました。
ありがとうございました。
鍋倉春代君 遅くなりました。誕生日祝いのお返し。
岡島達雄君 坂田先生「5S と五つのず」わざわざありが
とうございました。肝に銘じます。

ソングリーダー 小泉君

ピアノ演奏 森さん

☆会員増強セミナーに出席して
会長エレクト 藤本 範行君
地区研修・協議会の前日
に、14 時からホテル・メリー
ジュ延岡で今年度・次年度の
合同会員増強セミナーがあ
りました。65 クラブから 85
人の出席のもと、
安満パスト
ガバナーの基調講演
『会員の
増強と維持』と、増強に貢献
したクラブの事例発表を聞
きました。
その中で学んだ主なことは次の５つです。
① 毎月の理事会の議題に、会員推薦の議案を入れる
こと
② 新会員には、推薦者と研修リーダーの二人をアド
バイザーにする。
③ 入会式のセレモニーは、なるべく印象に残るもの
にする。
公式訪問の時には、
再度ガバナーの前で、
新入会員と推薦者、アドバイザーの紹介をする。
④ ◎◎周年記念の年は、会員維持と増強のチャンス
である。
⑤ 例会は、楽しくて役立つものにして、多様性を持
たせ、自ずと学べるものにする。

2015-2016 年度の RI テーマ

地区研修協議会

2015.5.24

以
この日の夜は、遠方の鹿児島分区、宮崎分区の西部、
南部から泊まりがけで延岡まで来ている会員が多かった
ので、懇親会がありました。その席上で後半にクラブ紹
介があり、私は「野中ガバナーが公式訪問に来てくださ
る 9 月３日までに、三人の新入会員を仲間に入れて、ガ
バナーから新会員にバッジをつけてもらえるようにしま
す」と宣言しました。何とか実現させたいものです。私
も努力しますが、皆さんも宜しくお願いします。
翌日の 2730 地区研修・協議会には、9 時過ぎに高鍋か
ら明倫観光バスで来た 12 名の仲間と合流できて嬉しか
ったです。本会議は、挨拶が多くて長い会議（終わりが
13 時 25 分）でしたが、会長エレクトには勉強になりま
した。午後の分科会は、また「拡大・増強部門」でした。
その中で発表を求められましたが、前日よく聴いていた
おかげで、なんとかなりました。
帰りのバスは、15 時半過ぎに出発しましたが、東九州
自動車道を走ったので、1 時間足らずで高鍋に着いたの
には驚きました。流石です。
参加してくださった中武・森本・橋口・岩切・小泉・
岡島・桑野・長野・曽我部・柴垣・坂田くん、財津さん、
改めてお疲れ様でした。心から感謝しながら、次年度委
員長としてのご活躍を期待しています。
よろしくお願いいたします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜現・次期合同理事会報告＞ 2015.6.4 開催

審議事項
1. 次年度クラブ会費の件
現状のままで承認
2. 退会者の件
承認
3. 職業分類の件
次年度で決定
4. 旅費規程の件
次年度で協議
協議事項
1.ウェルカムランチの件
今年度と同じ承認
2.コーヒー件
今年度と同じ承認
3.インターアクト設立の件
次年度で協議開始
4.道北君の開店祝いの件
1 万円以内で承認
確認事項
1.次年度ガバナー公式訪問の件
9/3(木)当日 100％出席を目指す
報告事項
1. 創立 40 周年事業の予算・記念講演・寄贈の件

