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第 1907 回 平成 27 年 11 月 19 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
我らの生業・紅葉
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
９．40 周年全体会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊40 周年記念大会全体会
＊終了後プログラム委員会

第 1906 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 藤本範行君
皆さんこんにちは。
今日は、先日 7 人で参加し
ました山形県の 2800 地区大
会二日目への訪問の様子につ
いて、お話をします。当初は、
地区大会本会議には会長だけ
が出席して、他のメンバーは
夕方に開催される「会員懇親
の夕べ」に参加すればよいだ
ろうと考えていました。しかし、折角招待していただいて
はるばる行くのだし、米沢上杉 RC の皆さんはじめ酒井ガ
バナーが頑張ってこられたのだから、本会議のガバナー
挨拶ぐらいは聞こうということになって、7 日は、朝から
登録者受付をすまして６人出席しました。会場は、前回訪
問した 50 周年記念式典開催の時と同じグランドホクヨウ
の大会議室でした。席に案内されると、高鍋 RC の席は、
何と特別来賓席のすぐ後ろの二列目に用意されていたの
です。みんなでビックリしました。「とても光栄なことだ
けど、途中での退席がしづらいなあ～」と囁きながら高い
席に着きました。歓迎のあいさつのあと、来賓、並びに招
待者紹介の中で「2730 地区高鍋ロータリークラブ、藤本
範行会長以下・・・です」と紹介していただいた瞬間は

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』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；11 月 26 日（1908 回）
＊３B 体操協会―井川直子様
＊100 万㌦
とても緊張していました。酒井ガバナーの挨拶は、さすが
でした。極度の緊張の様子もなく堂々としておられ、冗句
を交える余裕も見せながら、これまでのガバナー訪問の
報告と、ガバナーの考えと会員へのお願いを含めて含蓄
のある格調高いお話をされました。聴いていて学ぶこと
が多く素晴らしかったです。米沢上杉 RC の皆さんも誇り
高く聞いておられたことでしょう。
大会プログラムを見ますと、午後の特別講演のあとは、
表彰がありました。米沢上杉 RC は、RI 会長賞、ガバナー
特別表彰（会員年間純増 15 名を達成！）を受章されてい
ました。個人的にも、会員増強優秀個人賞に酒井さんはじ
め 4 人の会員が受章され、素晴しい業績を挙げておられ
ました。
高鍋も 40 周年に向けて更に頑張りたいものです。
祝辞のあと、こっそり抜け出して小関君の運転で山寺
へ向かいました。上山温泉、蔵王の黄色く紅葉した山並み
を右手に眺めながら、山形、天童のリンゴ園を通過して、
名物のお蕎麦を美味しくいただき、立石寺本堂にたどり
着きました。山寺（立石寺）では、芭蕉の句「閑さや 巌
にしみ入 蝉の声」の句碑に感動しました。山寺の 1000
段もある階段を登って奥の院に上がるのは断念して、帰
路につきました。4 時に帰り着くと、予定よりも早くなっ
た｢会員懇親の夕べ｣に出席。ものすごく大勢の出席者に
感心させられました。酒井ガバナーに花束を渡したくて
司会者にそのチャンスを設けてほしいとお願いしたら、
同じ友好クラブの高田 RC も記念品を用意しておられまし
たから助かりました。ようこそ事前にお祝いの花束を準

備していてよかったと感じた次第です。二次会は、乾杯の
音頭を高田 RC の会長がされ、高鍋は最後の締めをするこ
とになり、この場で「高鍋の 40 周年記念式典に来てくだ
さい！」とお願いしました。三次会まで設定されていて、
夜がふけるまで、米沢の夜を楽しみました。

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 中武泰一郎君
＊2800 地区・地区大会臨席お礼
＊大重ガバナーエレクト事務局
より葬儀の際のお礼状
＊延岡東ロータリークラブ創立
50 周年記念式典のご案内
日時 平成 28 年 1 月 23 日
式典
15：30～17：00
祝賀会 17：30～19：00
場所ガーデンベルズ延岡
登録料 10,000 円
＊第 3 期 RLI-2730 パートナーⅠについて(再) 20 日〆切
■ＢＯＸ披露

☆外部卓話

2006－2007 年度 GSE 派遣メンバー
吉山 武伸 様

「ＧＳＥオーストリア派遣からの・・・その後」

☆財団月間卓話
地区補助金・ポリオプラス副委員長
クラブ財団・米山副委員長 井上博功君

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 山形の 2800 地区
大会に参加してきました。
黒木本店の吉山君本日の卓話
を楽しみにしています。
中武泰一郎君 母校の久我山高
校ラグビー部が抽選でかろう
じて 40 回目の花園行きを決
めました。
土曜日に都予選決勝のサッカーにはすんなり
全国行の切符を手にしてもらいたいものです。
茂木晃君 財団月間に因んで。
黒木敏之君 弊社・吉山君がお世話になります。
桑野倫夫君 米沢から無事に帰って来ました。
念願のすき焼きも食べてきました。
石田喜克君 母校高鍋高校ラグビー部が 5 年連続 23 回目
の花園出場の権利を得ました。
皆様のご支援をよろしく
お願い致します。毎回申し訳ございません。
尾﨑敏弘君 誕生日祝い等のお礼。有難うございました。
坂田師通君 石田君！高鍋高校ラグビー部おめでとうご
ざいます。
清水一彦君 先日息子の嫁の祖父が旭日単光賞を授賞し
ました。又孫が 1 歳の誕生日を迎えました。ダブルのお
祝いでした。

■出席報告

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ＩＭ報告の青木君

米沢報告の橋口君

出席副委員長 向山健一君

出席状況（11/12）
会
員
数
46 名
出席会員数
36 名
ホーム出席率
78.26％
前々回修正出席率 86.96％

副ＳＡＡ小泉君

ピアノ演奏 森さん

