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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

会

長

副会長
幹

本日の例会案内
＊三役退任挨拶
＊会員卓話

第 1886 回

藤 本 範 行
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 1887 回 平成 27 年 6 月 25 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
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
９．三役退任挨拶
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

＊100 万㌦

例 会内 容

■会長の時間
会長 武末喜久治君
先週の例会の後、私と青木
幹事の 2 人で、 島子さんの
＊
会社にお伺いいたしました。
前回島子さんが入院され
ています川南病院にお見舞
いに行った時、 就寝中でし
たので、また負担をおかけし
ないように社長の娘さんに
お見舞いをお渡ししてきま
した。病状をお伺いしたら、腎臟の機能が思わしくなく
水がたまるということで娘さんがいつも行っておられる
そうです。いまだにロータリーへの思いは強く、例会日
になると財津さんに電話しておくようにいわれるそうで
す。一日も早いご回復をお祈りいたします。
先日月曜日は、宮崎中部分区の現次期会長幹事会が宮
崎のニューウェルシティーで開催され、事務局の財津さ
んも含め 5 人で出席してきました。2730 地区田中年度の
最終会長幹事会ということで、各クラブの現次期会長幹
事のお礼と挨拶が行われました。
お見えになりませんでしたが、次期ガバナーは、野中
玄雄氏で今山太師のご住職やその他天台宗の 2 つのお寺
の住職もされています。昭和 30 年生まれの 60 歳です。

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』
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 7 月 2 日（1888 回） ＊米山ランチ
＊三役就任挨拶
＊月初めのセレモニー
＊前年度会長幹事へ謝礼 ＊雑誌紹介 ＊理事会
野中ガバナーエレクトは元宮崎県公安委員長で、延
岡地区防犯協会長や宮崎刑務所の教誨氏、延岡地区の
保護司もしておられます。
次期中部分区のガバナー補佐は宮崎南ロータリーク
ラブの橋口正樹氏。株式会社データシステムの社長を
しておられます。昭和 6 年のお生まれです。
次期ガバナー補佐が挨拶の中で、次期ガバナー野中
玄雄氏の方針等話されましたが、内容については、会
長エレクトの藤本君のほうから発表されると思います。
懇親会が終了して私達 5 人は飲みたいのを我慢して
いただいた財津さんの運転で市内にオープンした道北
君の店を訪ねました。県立病院の東側から高松町に抜
ける道を行って、裏通りから適当な駐車場に車を入れ
るとすぐそばでした。さすが藤本会長エレクトは詳し
いと変なところで感心しました。
皆さんからのお祝いを電波時計にしました。
ちょっと狭い感はありますが常連になるとやみつき
になるようなアットホームなお店でした。いずれ隣の
壁を抜いて増席予定だそうです。
会長幹事会で宮崎の人たちにも紹介してきましたの
で市内のロータリアンも行ってくれることでしょう。
一層のがんばりと商売繁盛を期待したいと思います。
さて本日は、先週からのクラブ協議会の残りの発表
がありますので、以上で会長の時間とさせていただき
ます。

■幹事報告
＜文書案内＞
＊７月のロータリーレート
1 ドル＝１２４円
＊第 13 回日韓親善会議案内
日時 2015 年 9 月 4 日
場所 東京グランドプリンス

幹事 青木善明君

ホテル新高輪

登録料 15,000 円
■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 坂田師通君
<ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
長濱博君 久し振りにロータリ
ー行事に参加させていただき
300 ヤードのドラコン賞あり
がとうございました。

■出席報告

会計

正会計 鍋倉春代君
副会計 岩下盛朗君

今年度も岩下さんと二で、そ
して財津さんに大いに手伝って
もらいました。
活動方針は、会長・幹事のも
と現金引き出しは全て理事会に
かけていますので予算の運用は
適切にできていると思います。
活動計画は、会費の完全完納
がなかなかうまくいかず現在未納の方が数名います。今
年度もまた請求書を出させていただきましたが未納にな
っています。残り少ない今年度ですが、頑張って完納し
たいと思います。
それにニコニコボックスや、義援金などご協力いただ
き感謝しています。一年間ありがとうございました。

出席委員長 長野孝吉君
親睦活動委員会

出席状況（6/18）
会
員
数
48 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
74.47％
前々回修正出席率 85.11％
クラブ協議会（年間報告）

ＳＡＡ

正ＳＡＡ
木村貞夫君
副ＳＡＡ 平山英俊君
高橋康朗君
活動方針として、「高鍋
ロータリークラブに輝き
を」でスタートし、「奉仕
と親睦」の心を共有しまし
ょうでスタートしました。
活動計画として、①出席
する心を育む。②明るく楽
しく元気よく運営する。③
内部卓話、外部卓話の時間
配分に気を配る。④ピアノ演奏による楽しい食事。森さ
んありがとうございます。
②の明るく楽しく元気良くの方針に沿って平山会員が
テーブルの配置に気を配りいつも同じ人同士が前後左右
にならないように気を使ってもらいました。又、血液型
で変えたり、出身校別に配置したりと毎週毎週気を使っ
ていただきました。高橋君は、若さでうまくＳＡＡを
こなし、会を和ませていただき感謝しています。慣れな
い役を上手にこなしたと思います。
私も今日を入れて残り一週ですが、気を抜かずしっか
り勤めたいと思います。一年間有難うございました。
会員の皆様輝いていますよ。

委員長 坂田師通君
副委員長 三原正宏君
委員 長濱 博君 福岡直樹君 清水一彦君
野田俊一君 鍋倉春代君 高橋康朗君

親睦活動委員会は、新年度親
睦会・観月会・新年会・観桜会
と毎月の炉辺会合を担当させて
いただきました。
会員の皆様の多大なる御協力
のおかげで、どうにか１年間勤
めさせていただくことができま
した。会員の皆様と私達を支え
ていただいた財津さんに心から感謝申し上げます。

青少年・ローターアクト委員会
委員長 中武泰一郎君
副委員長 茂木晃君
委員 河原好秋君
当委員会は、ローターアク
トの休止により事実上活動を
行えませんでした。
次年度はインターアクトを
構築しようという会長の方針
に沿って、次期委員長とも協
力しながら次期幹事として実
現に向け努力したいと思って
います。

国際奉仕委員会
委員長 石田喜克君
副委員長 岩村文夫君
委員 柴垣復生君
活動方針は、国際理解と国際
親善の推進。
活動報告としては、在日外国
人との交流を深めるために、
ALT のハンナ・ロバートソンさ
んをお招きし、2 月に 2 回目の
卓話を実施した。
ドイツから帰国中の BECKER
ご夫妻（柴垣会員の御嬢さん）
を昨年 8 月 28 日の例会にお招きし、ドイツのお話をし
て頂き交流を図った。
そして、書き損じはがきの収集もそこそこに集まった
ので良かったと思います。
友好クラブ（米沢・上杉 RC）との交流が本年度はあり
ませんでした。2015 年の 11 月に米沢に訪問予定がある
ので、多数参加で交流を考えている。
5 月に実施した未来の夢計画での、障害を持っておら
れる方々との交流は、2 回目にして中身の濃い親睦・交
流が生まれたと実感いたしました。今後、高鍋 RC の継続
事業として無くてはならない事業であると確信します。
ロータリー財団・米山委員会
委員長 岡島達雄君
副委員長 井上博功君 委員 松村悟郎君
１．ロータリー財団
未来の夢計画「障害者サー
フィン・タグラグビー大会」
5 月 16 日(土）実施。
11 月財団月間卓話は、井上
地区財団委員会委員が実施。
エンドポリオ活動へ、一人当
たり３千円を寄付。
２．米山奨学生
顔 明敏君 宮崎大学大学院で 12 月に学位取得
汪 南雁君 大阪大学大学院で来春学位取得予定
３．寄付功労者
向山 健一君 米山功労者（2 回）
中武泰一郎君 ポールハリスフェロー（1 回）
茂木
晃君 ポールハリスフェロー
（マルチプル 5 回）
４．感謝とお願い
特別寄付やニコニコＢＯＸに多額を入れていただいた
会員の皆様ありがとうございました。寄付は、あくま
で会員の自由意思によるものですが、わがクラブの寄
付額を最近の経理報告書から見てみましょう。
財団基金に 59 万円、米山奨学会に 38 万円、そして
ニコニコＢＯＸに 58 万円で、合計すると 155 万円で
す。一人年間平均、3 万円強ということになります。
次年度もよろしくお願いいたします。

広報雑誌 IT 委員長 緒方君

職業奉仕委員長 山口君

社会奉仕委員長 長谷川君

R 情報委員長 福岡君

クラブ会報委員長 森本君

会員増強副委員長 石井君

小泉君

会長エレクト 藤本君

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

