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国際ロータリー第2730地区

会報

高鍋ロータリークラブ
区
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長

副会長
幹
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青木 善 明

例会日

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

第 1886 回 平成 27 年 6 月 18 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

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.

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

本日の例会案内
次週例会案内 6 月 25 日（1887 回）
＊クラブ協議会（年間報告）
＊三役退任挨拶
＊次年度プログラム委員会（次年度全委員長出席） ＊会員卓話―桑野君
＊100 万㌦

第 1885 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 武末喜久治君
先日の日曜日に高鍋ロー
タリークラブだけの歯車会
＊
が佐土原のハイビスカスゴ
ルフ場におきまして、18 名
の参加で行われました。
梅雨の晴れ間で絶好のゴ
ルフ日和でした。
ただ皆さんに連絡を回し
たつもりでしたが、一部ご連
絡が行き届かず不快な思いをされたことをお詫びいたし
ます。ゴルフ担当としては、この日曜コンペを今後も年
2～3 回はやりたいということですのでよろしくお願い
いたします。
ゴルフ担当というのは、以前は親睦委員会に河原さん
を加えて、3 クラブ合同の歯車会のめんどうをみていた
だいていましたが、緒方君、木浦君、清水君、野田君が
プライベートながらゴルフに行くということで、クラブ
のゴルフに関しては緒方君、木浦君、清水君に非公式で
すがゴルフ同好会としてお世話頂いております。
今回も緒方・木浦両君には受付から集計、賞品懇親会
まで企画実行していただきました。
お疲れ様でした。ありがとうございました。

さてコンペの結果は緒方君が優勝、井上君が 2 位そし
て不肖私が年齢差で木浦君を抑え、ベストグロス賞をい
ただきました。なんと 18 人中 8 人が 80 台のスコアでレ
ベルの高い戦いでした。それにしても同じ組で回った野
田君のドライバーショットの素晴らしい事、びっくりい
たしました。実は実力者でもある野田君は、前半大叩き
しまして、スィングに悩んでおられたのですが、後半の
スタート直前木浦君の的確なアドバイスがあり、後半は
38 という高スコアで私のベスグロも危うかったのであ
ります。他人に見てもらうことの重要さがわかったコン
ペでもありました。表彰式と懇親会は私の店でさせてい
ただきましたが、大いに盛り上がり定期コースである、
アニバーサリーでの 2 次会まで親睦を深めました。
先週の木曜日の夜に新旧合同理事会と新旧の委員長の
引き継ぎ会が行われました。理事会では審議事項として
以下が承認となりました。
1、次年度会費の件、現状月額が承認されました。
2、退会届の件、
受理され承認されました。
3、
会長幹事の旅費規定を次年度で検討し決定することで
承認されました。
4、道北君が旅館業から居酒屋に変更となりました。
5、事務局給与の件は、今年度と同じで承認されました。
協議事項としては次の通りです。
1、 昼食は今年度と同じくウェルカムランチとする。
2、 コーヒー提供も今年と同じく実施する。
3、 高鍋高校にインターアクトクラブを作る案件につい

ては協議に入る。
4、 道北君の開店祝いを 1 万円以内でだすことが決定し
ました。
以上理事会の報告です。
さて本日から 2 週にわたってクラブ協議会が始まりま
す。各委員長もしくは副委員長は年間活動報告をお願い
いたします。
■幹事報告＜文書案内＞
＊地区研修協議会報告
＊広報・公共イメージ部門ク
ラブ委員長会議のご案内
日時 平成27 年7 月 18 日
13：30～16：00
場所 メインホテル 4F

■ＢＯＸ披露

幹事 青木善明君

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 先月の歯車会
で高鍋ベストグロスとニア
ピン２つ取りました。
ありがとうございました。
次回また企画して下さい。
井上博功君 歯車会で準優勝
してしまいました。さらに
馬券まで当たって 2,400 円いただきました。ありがと
うございました。
岩切洋君 緒方さん優勝おめでとうございます。私は、
入賞もとび賞も入りませんでしたがお馬さんの配当が
ありました。ありがとうございました。
藤本範行君 次年度の「クラブ運営基本方針が昨夜やっ
と出来上がりました。ホッとしています。宮崎西から
の増田君、西都からの狩野君、ようこそ高鍋へおいで
くださいました。
☆クラブ協議会（年間報告）
プログラム委員会
委員長 桑野倫夫君
副委員長 野添勝久君
委員 池部文仁君
各委員会の計画が円滑に行
われるように、バランスのと
れたプログラム作成に努める
事を今年の活動方針に掲げさ
せて頂きました。
活動計画として３つ立てま
した。毎月プログラム委員会
を開催し、各委員会の意見を
プログラムに反映させる。外部卓話の充実。この 2 つに
付きましては、ほぼ会員の皆さま方の協力にて出来たと
思っておりますが、会員間の絆をもっと深めてもらおう

と会員卓話もやろうと計画をしましたが、その点が反省
するところです。本当に皆さま方の協力に感謝しまして
報告を終わります。
出席委員会

委員長
長野孝吉君
副委員長 向山健一君
委員 曽我部幸夫君 小泉 潔君
活動計画に対して
① 2730 地区の例会出席率
85％の目標は達成できま
した。ホーム出席率は
80％を下回りましたが親
睦委員会主催の月 1 回の
炉辺会合に多数参加いた
だき(メーク)出席率向上
となりました。炉辺会合は親睦の意味も含めて継
続をお願い致します。
② 出席率 100％デ―は、11 月 20 日に設けましたが、
残念ながら 100％達成はできませんでした。
（91.3％）
全般的に、前半期は出席率がよく後半期は段々悪く
なりました。微力でしたが、1 年間ご協力ありがとう
ございました。

■出席報告
出席委員長 長野孝吉君
出席状況（6/11）
会
員
数
48 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
74.47％
前々回の修正出席率
82.98％

ビジター宮崎西 増田秀文君

次年度クラブ運営方針について
会長エレクト 藤本範行君

ビジター西都 狩野宗博君

今年度の各委員会の
年間報告の原稿を
月曜日迄に事務局へ
提出をお願いします。

