
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 藤本範行君 

皆さんこんにちは！2 回目の

会長の時間を持たせていただ

きます。毎日の雨続きで気が滅

入っている方もおられること

かと心配しています。さて、先

週の第一回の例会で、多くのボ

ックスをいただきまして、有難

うございました。個人的には、

「藤本会長・中武幹事のスタートを祝して」とか「藤本丸

の船出をお祝いします」とかのコメントを沢山いただき

まして、深く感謝。益々高鍋ロータリークラブのためにも

頑張らねばという気持ちが高まりました。今日は、今年度

第１回目の理事会の報告をさせていただきまして、次回

の「クラブ協議会」を前に、今年度の高鍋RCの年間重点

目標について、お話させていただきます。 

まず理事会の報告ですが、理事役員全員出席のもとで

話し合いをすることができました。 審議事項としては、 

１． 年間プログラム案の件については長谷川委員長から 

出された綿密な計画が承認されました。２.予算案、３.理

事・役員・委員会構成表の件、４.人頭分担金の件につい

ても 44 名スタートで承認されました。５.会費未納者の

件については、会期末に振込をしてくださいましたので 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

問題解決しました。残念ではありますがその方は退会さ

れました。６.新入会員の件は、九電の甲斐さんが入会希

望をしておられます。なんと！退会されていた尾﨑君が、

早速出席してくださいました。これからは、毎回の理事会

の議題に「会員増強」をあげて仲間を増やしていきたいで

す。７.インターアクトの新設と８.旅費規定の設定につ

きましては、今までになかった内容だから、原案をもとに

例会の中で、慎重審議をすることになりました。その他で

は、40 周年記念事業については、実行委員会中心に事を

進めていき、会長は、なるだけ会務へ専念をとの要望があ

りました。確認事項として、8月 20日「公式訪問前のク

ラブ協議会」の例会時間を2時までといたします。 

 今年度の【重点目標】についてですが、15 項目をあげ

ましたが、例年と少し違った点をかいつまんで申します

と、先ずは[会員増強]です。現在の 44人から純増6人で

40 周年記念式典当日までには 50 人に増やすことを最低

目標としたいです。 

[クラブ管理部門]では、プログラムの中に毎月「ロータ

リー研修を入れる」。今年度も引き続き、炉辺会合を開催

し充実させる。ガバナー公式訪問(9月3日)に100％出席

を実現させる。高鍋RCの様々な会合に配偶者をお誘いし

て出席をしていだだくことを願います。特にガバナーの

公式訪問は全員出席を達成した上で配偶者にも10人は出

席していただけると嬉しいです。今のうちからお声掛け

をよろしくお願いします。40 周年記念式典では、多くの

奥様方にコンパニオン役を務めていただけると最高です。 
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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 

 

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 

 

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 

 
本日の例会案内  

＊クラブ協議会―年間活動方針計画 

＊プログラム委員会 

＊ 

 

 

 

 

 

 

次週例会案内；7月 23日（1891回） 

＊クラブ協議会―年間活動方針計画 

＊100万㌦ 

第 1889 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



[クラブ広報部門]では、我がクラブもフェイスブック

の登録を 7月中に済ませて、広報活動を活性化する。オン

ラインツールの利用は苦手の方も多いと思いますが、My 

ROTARYへのアカウント登録をお勧めします。 

[米山・財団への寄付]は、その意義を理解して、例年以

上の寄付をお願いしたいです。 

米沢上杉 RCへの訪問は、11月 6日～8日です。7日の

地区大会にも出席します。 

最後に、今年度末にソウルで開催予定の国際大会に、多

くの会員で参加しましょう！ 

 

2015－16年度 高鍋RC【年間重点目標】 

スローガン『創立 40周年へのプレゼントになろう』 

１、【会員の増強】現在44人を55人に増加させる（その

うち女性2人増）まずは、新会員の推薦者を増やす。毎

月の理事会で、「会員ついて」を議題にあげる。 

2、【創立 40周年記念式典の成功】記念式典（2016年4月 

24日）までに実行委員会の開催を5回実施し、準備を 

3月までにほぼ終える。講演会の実施、友好クラブの 

招待。会員の全員参加（配偶者にもお願いをする）に 

よる開催とその成功。 

3、【会員の親睦】昨年に引き続き、炉辺会合を月に１回 

の実施。配偶者の招待 

4、【青少年の奉仕】高鍋高校に「インターアクトクラブ」 

の創設をお願いする。 

5、【人道的奉仕】「未来の夢計画」（障がい者タグラグビ 

ーとサーフィン）を実施して支援する。 

6、【ミニラグビー大会の主催】第 9回高鍋ロータリーカ 

ップを主催する。 

7、【職業奉仕・社会奉仕賞の授与】明倫賞を選定し、記 

念式典の日に表彰する。 

8、【友好クラブとの交流】11月の始め（6日～8日）に、 

米沢上杉RCを訪問して友好を深め、記念式典への招 

来を呼びかける。 

9、【ガバナー訪問】9月3日のガバナー訪問日を 100％出 

席日とし、目標を達成する。当日は、配偶者の出席を 

呼びかける。（10人以上目標）新入会員の入会式を、 

再度ガバナー参列の下で実施。推薦者も紹介しておお 

いに讃える。 

10、【財団・米山への寄付】ロータリー財団へ、会員一人 

平均100ドルの寄付をする。  米山奨学金も一人平均 

1万円の寄付をする。 

11、【オンラインツールの利用】My ROTARYへのアカウン 

ト登録を勧める。ホームページの充実。フェイスブッ 

クの活用。 

12、【地区主催の大会への参加】地区大会、IM、地区研究 

協議会へ多く参加する（特に地区大会には、入会3年 

未満の会員に呼びかける）地区大会には配偶者も誘う。 

13、【ロータリーデーの開催】第９回高鍋 RCカップ・ミ 

ニラグビー大会当日を｢ロータリーデー｣として、「ポリ 

オ撲滅」への協力を呼びかけ、ロータリーの活動を地 

域に広く知らせる。 

14、【RLIへの参加】分区主催の RLI（ロータリー・リー 

ダーシップ研究会）に最低一人は、参加して活用する。 

15、【ソウル国際大会への参加】高鍋 RCから多くの参加 

を呼びかける。 

 

■幹事報告           幹事 中武泰一郎君 

＜文書案内＞  

＊ロータリー米山記念奨学会よ 

り2015年度上期普通寄付金の 

お願い 

 

 

 

 

2014～2015年度 100％出席功労者 

38年 茂木  晃(連続)  7年 石井 秀隣 

36年  関    正夫(連続)  7年 石田  喜克 

35年  河原 好秋(連続)  5年 藤本 範行 

35年  岩下 盛朗  4年 長谷川修身 

33年  向山 健一  3年  山口 順一 

23年  平山 英俊(連続)  3年  青木 善明 

20年  桑野 倫夫  3年  坂田 師通 

20年  柴垣 復生  2年 武末喜久治 

19年  木村 貞夫(連続)  2年  森本 直樹 

18年 橋口 清和  2年 長野 孝吉(連続） 

15年 井上 博功  2年 野田  俊一(連続） 

14年 中武泰一郎  1年 緒方  郁男 

 9年  日高  茂 (連続)  1年  高橋  康朗 

 9年  岡島 達雄(連続)   

 

  前年度100％出席表彰おめでとうございます！ 

 

 

■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 今年度第一回の例会に非常にたくさんの  

ＢＯＸをありがとうございました。感激です。 

松尾正博君 尾﨑様、長期休暇よりお帰りなさい。 

茂木晃君 100％出席表彰のお礼。 

橋口清和君 尾﨑さん大歓迎です。100％出席表彰のお礼。 

 ありがとうございました。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



木村貞夫君 100％出席表彰のお礼。今年も頑張ります。 

 健康第一です。 

岩切洋君 尾﨑敏弘様お帰りなさい。お待ちしておりま

した。今後とも末永く宜しくお願いします。また、100％ 

 出席表彰の方々おめでとうございます。私も今年度頑

張ります。 

池部文仁君 会長へのお礼、お願いが遅れました。武末前

会長様1年間ご苦労様でした。藤本新会長様、これから

の1年間、ご指導の程宜しくお願い致します。 

森本直樹君 結婚記念祝いのお礼。先週は助かりました。

命拾いしました。ありがとうございます。 

本日は欠席してすみません。 

 

■出席報告         出席委員長 石井秀隣君 

出席状況（7/9） 

会  員  数 44名 

出 席 会 員 数 32名 

ホーム出席率 74.42％ 

前々回の修正出席率 85.11％ 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

       
        尾﨑敏弘君お帰りなさい！ 

 

   
親睦委員長 岩切君    出席委員長 石井君 

 

        

クラブ研修委員長 福岡君 

 

☆前年度出席100％表彰者  喜びの声・・・。 

   

38年連続表彰 茂木君   23年連続表彰 平山君 

 

   

  20年表彰 柴垣君     2年表彰 長野君     

 

  

       1年表彰 高橋君 

 

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為、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為、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。 

 

 

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） 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・  

100％出席の日＝ガバナー公式訪問例会日 

 平成27年9月3日（木） 

  12：00～14：50（時間変更予定） 


