国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長
幹 事
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第 1889 回 平成 27 年 7 月 9 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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．前年度 100％表彰
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊前年度出席 100％表彰・クラブ研修会
＊血圧測定

第 1888 回

例 会内 容

■会長の時間―就任挨拶
会長 藤本範行君
皆さんこんにちは！
いよいよロータリー
クラブの 2015－16 年の
新年度が始まりました。
1888 会の例会スター
トは、8 が三つ並び縁起
の良さを感じています。
創立 40 周年を迎える
記念すべき時に、伝統あ
る高鍋 RC の会長に選任していただきましたことを大変光
栄に思うと同時に、ひしひしとその重責を感じています。
本日は、宮崎日日新聞高鍋支局の野辺忠幸様にゲストと
して来ていただきました。お忙しいのにご出席賜りまし
て感謝申し上げます。
会長エレクトの時は、ドキドキすることもなく挨拶や
報告をしていましたが、会長となると緊張しています。今
朝出がけにフェイスブックを開いてみると、幹事の中武
君が「幹事を務めます。･・緊張島倉千代子状態です。
」と
心境を書いており、幹事もそうなのだと思い共感してい
る次第です。歴代の会長さんのほとんどの方々が、こんな
思いを抱かれながら立派に勤め上げてこられたからこそ
今の高鍋 RC があるのだと思うと力が湧いてきます。

会報

藤 本 範 行
松 尾 正 博
中 武 泰一郎
毎週木曜日 12：30～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６８-４
ホテル泉屋内 TEL/FAX 0983-21-1636

2730 地区ガバナー

野中 玄雄

中部分区ガバナー補佐
橋口 正樹
RI テーマ 『世界へのプレゼントになろう』
第 2730 地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』
高鍋ロータリークラブテーマ
『創立 40 周年へのプレゼントになろう』
7 月の月間テーマ
クラブ親睦月間
次週例会案内；7 月 16 日（1890 回）
＊クラブ協議会―年間活動方針計画
＊プログラム委員会
さて 2015－16 年度 RI テーマは『世界へのプレゼント
になろう』
（Be a gift to the world）です。ロータリー
の「奉仕の理念」の実現を訴える K.R.’ラビ’ラビンド
ラン会長の宣言アピールは、世界に喜んで奉仕出来る人
になろう！とか狭義には、地域の人のために尽くせる人
になろう！と解釈出来ると思います。私は、コロンボ RC
の RI 会長の挨拶文を読んで大変感銘を受けました。です
から高鍋 RC のスローガンも、RI テーマにちなんで『創立
40 周年へのプレゼントになろう』にしました。40 周年目
に向かって生きている我々は、創立当時の諸先輩方の思
いと奉仕の理想の原点に立ち返りながら、世界、2730 地
区、そして高鍋の「プレゼントに」なりたいものです。地
域や他人のために尽くしながらロータリーを楽しみ、創
立 40 周年に向かって、輝きを増していきたいものです。
年間重点目標は、次の機会に提示します。先月提出して
くださいました「各委員会活動方針・計画」を見せていた
だきました。今年度の「クラブ運営基本方針」に沿った各
委員長さんの素晴らしい方針と計画に大変感激しました。
特に、SAA の岡島委員長からは今までの SAA のあり方を踏
まえながら、新しい提案が出されています。先ほどいくつ
かの素晴らしい要望やお願いがありました。親睦の岩切
委員長からは、すでに炉辺会議の具体的な年間計画が提
出されましたし、プログラム委員長の長谷川君からも、例
会の充実のための細かで綿密な年間プログラムが提示さ
れたことに、驚かされました。石井出席委員長も、例会出
席率向上の先頭に立って燃えておられます。嬉しい限り

です。益々活発な委員会活動に大いに期待しています。
7 月は、独自に「クラブ親睦月間」としました。例会に
出席された時は、先に来られているメンバーに、今まで以
上に大きな声で挨拶を交わしましょう。
「こんにちは！」
の声が例会場にもっと響きあうようになると例会がもっ
と楽しくなるはずです。本日からお願いした、点鐘直後に
周りの会員と交わす握手は、スキンシップと笑顔があり、
フレンドリーでとてもいい雰囲気でした。これによって
会員同士の親睦がさらに深まるものと大いに期待してい
ます。RC 入会 9 年目の未熟な会長ですが、頼りがいのあ
る皆さんのご指導を受けながら、お力をお借りしつつ頑
張っていきますので、よろしくお願いいたします。これに
て新任の挨拶とさせていただき、会長の時間を終ります。
ありがとうございました。良き一日を！
■就任挨拶
今年度は、藤本・中武年
度の副会長として、下支え
をして参ります。次年度に
ついては全く白紙であり
ます。皆様方のご意見、ご
要望をお聞きして考えて
参ります。
一年間よろしくご指導
ください。

☆一年間お疲れ様でした。

武末直前会長・青木直前幹事
☆月初めのセレモニー♬

副会長 松尾正博君

■幹事報告―就任挨拶
幹事 中武泰一郎君
この度、藤本年度におい
て２回目の幹事をさせて頂
くことになりました。
今年度は、４０周年の周
年事業を控節目の年度にな
ります。
幹事として、会員の皆様
のご協力を頂きながら、会
長をサポートしてこの一年
をしっかり勤めていきたい
と思っております。何卒宜しくお願いいたします。
＜文書案内＞
＊2014-15 年度ガバナー事務所閉鎖のお知らせ
＊2015-16 年度地区役員並びに地区委員委嘱状送付の件
＊広報・公共イメージ「ロータリーアピールポスター」
案内とお願い
＊ガバナーエレクト行事予定表
＊2015-16 年度社会奉仕委員会活動計画書提出のお願い
＊地区ロータリー財団「補助金管理セミナー」開催の件
日時 平成 27 年 8 月 23 日（日）13：00～17：00
場所 メインホテル 5F
登録料 1 人 2,000 円
＊会長へガバナー月信原稿依頼 （8/20〆切）
テーマ クラブ会長就任挨拶・抱負
300 字程度
＊2018-19 年度ガバナー候補者推薦のお願い

誕生日おめでとう！茂木君 岩村君 向山君 木村君

結婚記念日おめでとう！ 森本君

■出席報告
出席委員長 石井秀隣君
出席状況（7/2）
会
員
数
44 名
出席会員数
39 名
ホーム出席率
90.70％
前々回の修正出席率
82.98％

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 岩切 洋君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
藤本範行君 宮日支局長の野辺様今年度のスタート例会
にようこそおいでくださいました。会長として責務を
全うしたいです。この一年宜しくお願い致します。
中武泰一郎君 今日から藤本年
度の始まりです。二度目の幹事を務めさせて頂きます。
力及びませんが宜しくお願い致します。
松尾正博君 藤本年度の船出を祝して。

武末喜久治君 気楽な気持ちで出席できるようになりま
した。ありがとうございました。藤本・中武年度の門出
をお祝いいたします。
青木善明君 藤本会長、中武幹事のスタートを祝して。
創立 40 周年記念すべき節目の大役・・・健康に留意し
ながら一年間頑張って下さい。
向山健一君 藤本年度を迎えて。誕生祝。出席表彰祝い。
茂木晃君 今年も宜しく。誕生日お祝いのお礼。
橋口清和君 藤本丸の船出をお祝いします。一年間暴走
をしてお導き下さい。中武幹事は会長が暴走しすぎな
いようコントロール下さい。
桑野倫夫君 藤本会長、中武幹事の 40 周年に向かって
門出を祝して。
木村貞夫君 藤本年度が始まりました。健康に気を付け
て頑張って下さい。中武幹事よろしく舵とりを。
岩村文夫君 ありがとうございます。予定より長く生き
してます。
岩切洋君 藤本会長、中武幹事をはじめ会員の皆様、今年
度一年間親睦委員を宜しくお願いします。
石田喜克君 藤本丸の船出に幸多かれと祈ります。
図師義孝君 藤本丸の船出をお祝いして。楽しんでくだ
さい。
木浦亨英君 藤本会長、今年一年ご指導の程宜しくお願
い致します。
坂田師通君 新年度をお祝いして。よろしくご指導の程
どうぞお願いします。

宮日新聞高鍋支局長 野辺様

ＳＡＡ

岡島君

出席委員長 石井君

親睦活動委員長 岩切君

クラブ広報部門長 木浦君

ソングリーダー 小泉君

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
7 月の例会案内
7/2 三役就任挨拶・直前会長幹事へお礼・米山ランチ
月初めのセレモニー・雑誌紹介・理事会
7/9 前年度 100％出席表彰・クラブ研修会・血圧測定
7/16 クラブ協議会(年間活動計画)
プログラム委員会
7/23 クラブ協議会(年間活動計画) 100 万㌦
7/30 夜間例会・新年度親睦会

ＳＡＡからご協力のお願いとご案内
○ 昼食必要者数の把握と例会の円滑な運営のため、欠席、
遅刻・早退を予定されておられる方は、事前にご連絡
ください。
例会前日まで、または当日 11 時半までは事務局財津
さんに、それ以降はＳＡＡに。
○ 落ち着いた気持ちでスピーチに耳を傾けるため、
例会中必要に応じて 30 秒程度の黙想タイムをもうけ
ます。

ピアノ演奏 森さん

夜間例会＆新年度親睦会及び
直前会長幹事慰労ボーリング大会案内
平成 27 年 7 月 30 日(木)
16：00～ ボーリング大会（西都ヤングボール）
18：30～ 例会及び新年度親睦会（樹樹）

