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第 1931 回 平成 28 年 6 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．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊外部卓話―香川ランチ社長 香川憲一様
＊血圧測定

第 1930 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。
早くも 6 月になりました。
梅雨入り前の今朝の高鍋の
上空は、雲ひとつ見当たらな
いどこまでも真っ青な空が
広がっていました。木々の緑
も徐々に深まってきて夏の
到来を感じさせます。この爽
やかな気分で、来たる長雨続
きの梅雨を元気に乗り越えていきましょう！
昨夜は、わが地区のガバナー、野中玄雄君から電話があ
りました。「創立 40 周年記念大会の写真を送ってくださ
い」と。写真と大会を振り返っての報告原稿は送っていた
のですが、急遽高鍋の 40 周年事業の大会の様子を表紙に
したいということになったらしく、
「松島トモ子さんの講
演の写真と、祝賀会オープニングのファンファーレ、休憩
中の高鍋名物の振舞いの写真をお願いしたい」との要望
がありました。ガバナーはソウル国際大会帰りで忙しか
ったようで、今月の『ガバナー月信』は、来週の配布にな
るようです。それにしてもうれしい話です。これも皆さん
のお陰です。私たちの創立記念日に合わせて花を添えて
いただいたような気分です。

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』
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦月間
次週例会案内；6 月 16 日（1932 回）
＊クラブ協議会
各委員会年間活動報告
ガバナー月信 6 月号を見るのが楽しみです。
ところで皆さん来る 6 月 17 日は、何の日であるかご存
知ですか。井上君、何の日でしょうか？
6 月 17 日は、わが高鍋 RC が 40 年前に 33 名のチャータ
ーメンバーにより誕生した創立記念日ですよ。2 週間後の
例会は、その前日にあたりますから、何かお祝いのプログ
ラムを考えたいですね。プログラム委員長の長谷川君、よ
ろしくお願いします。
野中ガバナーは、
第 2730 地区のモットーに
「奉仕は力！
活かそう例会」を掲げて、例会出席促進と例会内容の充実、
会員増強を推し進めてこられています。私は私なりに内
容充実のためにいろんな話をさせていただきましたが、
内容充実につながったかどうか疑問です。
そこで来週は、
話をせずにロータリーに関するクイズ問
題を出そうと思いつきました。少しでもロータリーに関
する知識を確認し、理解しながら愉しんでいただこうか
と思っています。
今日の例会のプログラム内容についても問題にします
から、あとで紹介される『ロータリーの友』の内容にも気
を付けておいてください。
来週は 15 問程度出題しまして、正解率の高い方には何
か賞品を用意させていただきます。赤本の『ロータリー情
報マニュアル』等も少し勉強して来週の例会に臨んでく
ださい。よろしくお願いします。

＜現・次期理事会報告＞ 2016.6.2 開催
1.会員増強の件
引き続き尽力
2.退会者の件
承認
3.クラブ年会費の件
年会費は現状維持
3.バナーの件
慎重に継続協議
4.補助金の件
承認
5.夜間例会＆慰労ボーリングの件
承認
■幹事報告
幹事 中武泰一郎君
＜文書案内＞
＊2016－17 年度社会奉仕委員
会の活動計画提出について
（地区事務所へ 6/30〆切）
＊2016－17 年度行事予定の件
＊地区研修協議会の訂正・変更
再確認の件
☆月初めのセレモニー
結婚記念日おめでとう！ 石田喜克君＆清水一彦君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員会 長濱 博君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

鍋倉春代君

藤本範行君 創立
40 周年記念大会
のＤＶＤが出来
上がりました。
井上委員長のご
苦労感謝します
中武泰一郎君 約
20 年ぶりに髭をそりました。誰も気付いてくれません
わかってください。
石田喜克君 結婚記念のお祝いを頂きましてありがとう
ございました。

■出席報告
出席状況（6/2）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

■2016-17 年度のための地区研修・協議会報告
会長エレクト 松尾正博君
2016－17 年度ＲＩテーマ
「人類に奉仕するロータリー」
第 2730 地区テーマ
「ロータリーを楽しもう」
クラブ重点目標
1.楽しい例会・楽しいクラブ運営
2.会員増強 1 人 1 名を目標
3.発想の転換 異論・反論・オブジェクション
4.ロータリーを考える
原点、基本について
5.ロータリアンの権利と義務について考える
6.老・壮・青それぞれお互いに尊重し道徳性を高める
7.積極的に地区大会・ＩＭ等に参加し友情の輪を広げる

広報・公共イメージ部門
橋口清和君
部門長 尾形 栄（延岡ＲＣ）
大重勝弘がバナーエレクトの基
本方針の中で、急速に変化する世
界に対応すべく適切なテクノロジ
ー、ソーシャルメディアを積極的
に取り入れ一般に広くロータリー
が伝わり理解が広がり会員増強に
もつながればと揚げられました。
広報公共イメージ部門は単独の部門として活動、より
専門性をもって地区内クラブのＩＴ化と情報共有化の
支援を行っていく。広報戦略を立て、ロータリアン以
外に向けた効果的な広報や公共イメージの向上によっ
て、ロータリーへの支援を高め、寄付の動機や入会へ
の魅力が高めると共に、ロータリアンに広く理解して
いただけるよう具体的な模索、提案し精進してまいり
ます。主な活動計画
1. 情報の一元化、他部門との連携
2. マイロータリーの利用促進
3. ＳＮＳの利用促進（フェイスブック等の活用）
4. 地区内クラブのホームページ化
5. ＲＩ2730 地区内フェイスブック交流会登録ロータ
リアン 300 名以上目標（現在 214 名）
6. 地区書類、ガバナー月信の Web 発信の可能性を探る

出席副委員長 向山健一君

44 名
35 名
81.40％
93.33％
雑誌紹介 緒方君 クラブ研修 福岡君

副ＳＡＡ青木君

