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第 1936 回 平成 28 年 7 月 14 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．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
藤堂孝一ガバナー補佐来訪
＊クラブ協議会―活動方針・計画
＊会員５分間スピーチー向山健一君
＊血圧測定

第 1935 回
■会長の時間―就任挨拶

会報

福 岡 直 樹
毎週木曜日 １２：３０～１３：３
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

大重 勝弘

中部分区ガバナー補佐
藤堂 孝一
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』
高鍋ロータリークラブテーマ
『会員の為のロータリー』
7 月の月間テーマ
クラブ親睦月間
次週例会案内；7 月 21 日（1937 回）
＊クラブ協議会―活動方針・計画
＊100 万ドル
＊プログラム委員会

例 会内 容
会長 松尾正博君

新年度がスタートしました。
一年間よろしくお願い致します。
本年度は楽しい例会、楽しいクラブを実現するために
① 会員の為のロータリークラブとはどうあるべきか？
例会、クラブ運営、事業
② 魅力あるロータリークラブとは
魅力に富んだ会員が活動しているところです。
③ ＲＩ、地区（2730）と高鍋ロータリークラブとの関係
主役はクラブであり会員です。
④ 発想の転換、会員の時間（5 分間スピーチ）
経験、知識を自由に語っていただきます。
⑤ ポール・ハリスの創設した原点に返って、ロータリー
を考える。
会員皆様のご指導・ご鞭撻を宜しくお願い致します。

前年度出席 100％表彰の会員一同

■就任挨拶
副会長 福岡直樹君
次年度の会長に就
任することになり、
今年度は会長エレク
ト・副会長になりま
した福岡直樹です。
ロータリーに入会
しまして21年になり
ますが、出席するこ
ともおぼつかず、皆様には迷惑をかけておりますが次年
度会長になることを決意致しました。
現在九花連の副会長をはじめ、いろんな役職について
いますが、少し整理して役をまっとうしようと思います。
今年度は、松尾会長をささえて、自分も成長したいと考
えています。
一生懸命頑張りますので宜しくお願い致します。
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 森本直樹君
＊野中玄雄直前ガバナ
ー退任のご挨拶
＊2016－2017 年度ガバ
ナー事務所開設の件
＊延岡中央ＲＣプロバ
スクラブ解散の件
＊地区委員変更の件
＊地区ロータリー財団
「補助金管理セミナー」開催の案内
日時 2016 年 7 月 31 日 13：00～17：00
場所 メインホテル５Ｆ

☆ポールハリスフェロー受賞おめでとう！

坂田師通君

☆米山功労者受賞おめでとう！

木村貞夫君 茂木晃君 坂田師通君

☆月初めのセレモニー（7 月）
誕生日おめでとう！
木村君古稀おめでとう！

茂木君 木村君 向山君 岩村君 甲斐君

ゲスト 宮日高鍋支局長 諫山尚人様

☆一年間ご苦労様でした。
松尾会長より前幹事の中武泰一郎君へお礼

結婚記念日おめでとう！

森本君

■出席報告
出席状況（7/7）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員長 長野孝吉君

43 名
34 名
80.95％
88.64％

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 桑野倫夫君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
松尾正博君 新年度のスタ
ートに当たり会員皆様の
ご健勝と会の魅力ある発
展のために微力を尽くし
ます。皆様のご協力、ご支
援を心よりお願い申し上
げます。
森本直樹君 結婚記念祝い
のお返しとして。併せて一
年間宜しくお願いします。
茂木晃君 出席 100％、誕生
祝のお礼。
向山健一君 松尾年度を迎
えて。誕生祝のお礼。出席
100％のお礼
橋口清和君 松尾丸の船出
を祝して。あるあるセブン
で私と黒木君もバンドのビ (親睦副委員長 青木君)
デオに出ていました。
前で私がサックス、その後ろで黒木君がトロンボーン,
橋の下でドラムでした。出席 100％のおれいとして。
桑野倫夫君 松尾年度のスタートを祝して。今年 1 年間
親睦会でのご協力を宜しくお願いします。
井上博功君 藤本前会長、中武前幹事ご苦労様でした。
そして、松尾会長、森本幹事一年間頑張って下さい。
中武泰一郎君 前年度会長幹事お礼として。
100％出席のお返しとして。
岩村文夫君 誕生祝のお礼。
図師義孝君 松尾、森本年度に元気を、
一年間頑張って下さい。
石田喜克君 新三役就任おめでとうございます。一年間
宜しくお願いします。旧三役の方々お疲れ様でした。
坂田師通君 新年度の出発をお祝いして。
木浦亨英君 仕事の都合とはいえ坂田部門長、黒木委員
長ご迷惑をおかけ致します。 松尾会長、森本幹事今年
一年宜しくお願い致します。
甲斐英治君 お祝い有難うございます。新三役おめでと
うございます。宜しくご指導お願いします。

副ＳＡＡ 中武泰一郎君

出席委員長 長野孝吉君

ソングリーダー 橋口清和君

正ＳＡＡ 河原好秋君

副委員長 向山健一君

ピアノ演奏 森幸子さん

＜理事会報告＞2016.7.7
１．会員増強の件
みんなで増強に取り組む
２．年間プログラムの件
承認
３．年間予算案の件
承認
４．理事・役員・委員長構成表の件 承認
５．人頭分担金の件
7 月 1 日現在にて承認
６．炉辺会合の件
内容を検討
メークアップ扱い承認
７．ガバナーエレクト協力金の件
承認

■退任挨拶（6/30）
直前会長 藤本範行君
2015－2016 年度も今日で終わります。任期最終日に最
後の例会を開催できて、格別な喜びを感じています。
創立 40 周年の記念すべき年を迎えるにあたり、パスト
会長会で「第 40 代の会長を引き受けてほしい」と推薦し
て頂いたときは、驚きました。
「私のような入会してまだ
8 年の者が、こんな大事な年に重責ある会長を引き受けて
いいものか」と迷いまして、米沢上杉の古山君にも相談し
ました。大変恐縮しながらも、この推薦を身に余る光栄な
ことと受け取り、間もなく承諾しました。
7 月スタートしてから、早くも 1 年。中部分区の会長エ
レクト勉強会で教えていただいた RI 会長のテーマは「世
界へのプレゼントになろう（Be a gift to the world）
」で
した。つまり、ロータリーを通じて世界に貢献しよう！自
分の持っているよいものを周りに与えていこう！という
ことだと解釈しました。そこで私は、高鍋 RC のスローガ
ンを「創立 40 周年へのプレゼントになろう」に決めまし
た。創立 40 周年という大きな節目に、記念大会の成功に
向かって、会員全員が一丸となって奉仕して大会を迎え
たい。そうしたらクラブ内の結束が固まるし、日頃から深
く交流させていただいているお客様にもお返しが出来る
と考えたからです。
黒木実行委員長のもとに団結して10 回もの実行委員会
を重ねたお陰で、実に立派な記念式典と祝賀の親睦会が
出来ました。ご家族の皆様にも予想以上に沢山参加して
頂き、お手伝いをしてもらえたことも大きな収穫でした。
何もかもが期待以上の素晴らしい出来栄えで、自ら感
激しとても大きな感動を味わいました。お客様にも心か
ら喜んでいただいた上に、多くの方からお褒めの言葉を
いただきました。こんな無上の喜びと感極まるほどの嬉
しさは、これまでのロータリー活動で最高のものとなり
ました。高鍋 RC 会員の皆様には、それぞれの分野で、責
任をもって任務を遂行され、最終的には立派に仕上げて
くださいまして、唯々感謝あるのみです。
地区のテーマは、
「奉仕は力！活かそう例会」
。出席委員
長の並々ならぬご尽力もありまして、例会出席率も向上
し、23 年ぶりのホーム出席率 100％達成が出来ました。
まとまった SAA の会の進行もよく、例会が活かされま
した。責任感のあるクラブ管理運営部門長のもとで、立派
な年間計画を作成して、それを予定通りに実行してくだ
さったプログラム委員長と親睦委員長には、並々ならぬ
ご尽力をいただき感謝しています。お蔭さまで、例会の中
身の充実と会員間の親睦が深まりました。
クラブ研修委員長も、毎月の情報の提供と新入会員研
修をありがとうございました。クラブ広報委員会も毎月
の「友」
「月信」の紹介や、会報の発行、それに「ロータ
リーデー」の実施に頑張っていただきました。奉仕プロジ
ェクト委員会は、高鍋農業高校訪問、公園の清掃、赤い羽
根街頭募金の実施、そして明倫賞を含む 40 周年記念事業
において貢献していただきました。ロータリー財団・米山
奨学会への皆さんのご協力にも感謝します。

重点目標の【会員の増強】については、会員増強委員長
の懸命の努力にもかかわらず、全く予期しない会員の退
会もありまして、目標の 50 人の大台にはとても届かず、
数は現状維持のままでした。会長である私の努力不足を
痛感するところです。新しく会員になってくださった甲
斐君、三原君、長友君にはとても感謝しています。会長を
させていただいてより多くの出会いがあり、素晴らしい
ロータリアンと友達になれて嬉しい限りです。多くの実
りある会合に参加してロータリーのことを勉強するチャ
ンスに恵まれ、理解を深めることが出来ました。また地元
の中学の英語弁論大会や、準看学校の入学式など日頃出
席できない会にも参加できて、高鍋 RC の存在を知って
いただくことが出来たことも収穫となりました。
最後になりましたが、任期中に色々とご指導くださっ
た先輩方、ご協力くださった皆様方のご尽力に心より感
謝申し上げます。
次年度からは高校同級生の松尾君にバトンタッチしま
す。この経験を少しでも活かせるように協力していくこ
とを誓いまして退任の挨拶といたします。

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１、真実かどうか
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか
４、みんなのためになるかどうか
「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励し、これを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある：
第 1.知り合いを広めることによって奉仕の機会と
すること；
第 2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は
すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕する
機会としてロータリアン各自の職業を高潔な
ものにすること；
第 3.ロータリアン一人一人が、個人として、また
事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること；
第 4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネット
ワークを通じて、国際理解、親善、平和を推進
すること
付記
「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、等しく
重要な意味を持ち、また同時に行動を起こさなけ
ればならないものであるということで、RI 理事会
の意見が一致した。（ロータリー章典 26.020）

