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第 1916 回 平成 28 年 2 月 4 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
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．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．会員卓話
11．次週例会案内
12. 点 鐘

本日の例会案内
＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー（結婚記念祝３名）
＊雑誌紹介・クラブ研修
＊会員卓話―三原元季君
＊例会終了後理事会

第 1915 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。
先週の高鍋農業高校での例会
と職場訪問は、お疲れ様でした。
果樹農園を見学した後には、
とても甘くて爽やかなデコポン
の試食があり、食品加工科を見
学した後には、ホットカルピス
をご馳走になり体がほっこりと
温まりました。職業奉仕委員長
の河野君いい企画をありがとうございました。
数日前から、日本全国に今年最大の寒波襲来により、南
九州にも雪が降り、都城、小林、えびの市、西臼杵地域は、
大変だったようです。私は県高校新人バレー大会のため
延岡に行っておりましたが、24 日の午後に、雪が舞う中
をスリップに気を付けながら帰ってきました。高鍋には
雪は降ってはいませんでした。でも寒さは堪えましたね。
今日から徐々に暖かくなったり、寒くなったりを繰り
返すようです。お気をつけてください。
先日の 23 日は、延岡東 RC の創立 50 周年記念式典があ
りました。2730 地区での周年事業は、今期後半に７つの
RC で開催されるのですが、50 周年という大きな節目の

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』
2 月の月間テーマ
平和と紛争予防/紛争解決月間
＊次週 2 月 11 日は 祝日の為休会です
次回例会案内；2 月 18 日（1917 回）
＊外部卓話―米山奨学生 李 垚 様
＊血圧測定
記念式典は延岡東 RC だけです。しかも野中ガバナーを輩
出しているクラブだけに、是非とも出席をと考えていま
した。ところが県高校新人バレー大会と重なってしまっ
たのです。それでも一応出席ということで、幹事とともに
申込を事務局にお願いしていました。1 月になって発表さ
れた大会の組み合わせを見ると、試合が 3 時までに終わ
りそうにありません。新人大会の監督を辞退すべきかと
も考えたのですが、チームの事情も色々と複雑なことが
あり、バレー大会のほうを優先することにして、財津さん
に参加の取り消しを、無理にお願いしました。
これで良かったのか？その後も悩み考えました。
「延岡東 RC の記念式典がどのように開催されるか見て
参考にしたい」「野中ガバナーに高鍋の 40 周年式典に来
ていただくのに、欠席ではあまりにも失礼ではないか」な
どなど・・。 悩みぬいた末に、延岡東 RC 所属の友人に
電話で相談すると、「試合が終わってから、五時半からの
祝賀会だけでもいいから来てよ」とのこと。この言葉に後
押しされて、
「じゃあそうさせてもらうわ」ということで、
再度出席することにしました。会場のガーデンベルズに
は 4 時半頃着きました。受付の方が、私が遅れて出席した
ことをよくご存じで、「高鍋 RC からおいでの藤本さんで
すね。27 番テーブルです。塚元さんのお隣になります。」
後から聞いて分かったことだが、
パスト会長の塚元君の
席を、私の隣にわざわざ変更するという配慮にも恐れ入
りました。最も驚いたことには、祝賀会の席次表に私の名

前がありました。さらにビックリしたのは、記念式典の栞
の中の「来訪ロータリークラブ紹介」の名簿の中に「高鍋
RC 会長 藤本範行」と、名称がはいっていたのです。私が
急遽思いついて、無理を承知でお願いしたのは、式典日の
二日前だったにもかかわらず、担当の方が印刷屋に相談
して、名簿登載してくださったそうです。
迷惑をおかけしたことに大変恐縮しながらも、
心配りに
大変感謝しました。3 時半から始まった式典は、盛りだく
さんで終わりも長引き 5 時 40 分までかかりましたが、さ
すがに立派なものでした。開催スローガン【先人に感謝！
地域に感謝！友情に感謝！おかげさまで 50 年‼】
のもと、
6 時からの祝賀会も、ウエルカムミュージック、鏡開き、
友好クラブ・奄美中央 RC（島唄他）と延岡東 RC のアトラ
クション（バンカラ隊）も好評で素晴らしかったです。
わがクラブの 40 周年に向けて大いに参考になる式典で
した。「やっぱり、出席してよかった！」つくづくそう思
いながら、充実感一杯で帰りました。

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 中武泰一郎君
＊3 年未満の会員のための研修会
変更案内（1 日の研修に変更）
日時 平成 28 年 4 月 2 日(土）
13 時半～17 時
場所 メインホテル
登録料 1 人 2,000 円
＊延岡東ＲＣ創立 50 周年のお礼
＊高鍋大師花守山 ヒガンバナ大作戦」参加のお願い
今後の予定日 2 月 7 日（日）9：00～ 2～3 時間
＊地区公式サイトリニュアルに関する委託業者公募の件
■ＢＯＸ披露
親睦勝活動委員長 岩切 洋君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
藤本範行君 高鍋ＲＣのスローガ
ン「創立 40 周年へのプレゼント
になろう」本日は全体会議を宜
しくお願いします。
坂田師通君 思いがけずロータリ
ーのクイズに当選してしまいま
した。皆様のおかげです。ありがとうございました。
野添勝久君 歯車会コンペでたくさん賞品を頂きまし
た。各ＢＯＸへおすそわけです。
☆高鍋ロータリーカップミニラグビー大会へ助成金授与

ビジター 狩野宗博君（西都 RC）

ＳＡＡ 岡島達雄君

石田喜克君

桑野倫夫君

橋口清和君

井上博功君

木浦亨英君

ソングリーダー小泉君

■出席報告
出席状況（1/28）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員 向山健一君

46 名
36 名
78.26％
93.48％

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

第9 回高鍋ロータリーカップミニラグビー大会
（1/31）

