国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

松 尾 正 博

幹 事
例会日
例会場
０
事務所

森 本 直 樹

第 1938 回 平成 28 年 7 月 28 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
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．がバナーアドレス
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊ガバナー公式訪問
＊クラブフォーラム
大重ガバナー・藤堂ガバナー補佐来訪

第 1937 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 松尾正博君
皆様こんにちは！
高鍋ロータリーク
ラブは、岩下会員、柴
垣会員が９０歳を過
ぎてもなお元気に例
会に出席していただ
いております。
大変ありがたく感
謝申しあげます。当
クラブの宝です。
又、
先週は、
向山会員よりお話を頂きましたが、
本日は、
岩下会員より卓話を頂きます。
大変勉強になります。よろしくお願いたします。
来週の例会は、大重ガバナー公式訪問です。女性会員と
入会３年未満の会員の方は、是非最後までご出席下さい。
例会の中で、大重ガバナーにより２０分前後のガバナ
ーアドレスをいただきます。
クラブフォーラムでは、職業奉仕を中心にしたお話に
なります。指名があるかとも思いますので、全員で対応を
宜しくお願い致します。

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；8 月 4 日（1939 回）米山ランチ
＊月初めのセレモニー 会員スピーチ＝茂木君
＊会員増強月間卓話＝武末喜久治君
＊雑誌紹介
＊クラブ研修
＊理事会
■幹事報告＜文書案内＞
副幹事 中武泰一郎君
＊米山記念奨学会セミナー案内
日時 平成 28 年 9 月 10 日
14：00～16：00
場所 宮崎観光ホテル
登録料 1,000 円
＊東児湯中学校暗唱・弁論大会
ご臨席並びに盾寄贈のお願い
日時 平成 28 年 9 月 27 日
9：30～15：30
場所 木城町総合文化センター
＊佐土原ロータリークラブ８月例会案内
＊高鍋町観光協会より「高鍋大師花守山草刈大作戦
2016」参加のお願い
☆会員スピーチ
＝子供時代の思い出＝
千葉～高鍋～東北へ（小 5）
上野駅からの寂しい一人旅。
盛岡から乗り合いタクシーに
10 人乗った事。
言葉がわからず苦労した事。
小学校には火鉢があり、運動会
は公園であり、スキーをした
事。習慣の違いを感じました。

岩下盛朗君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 桑野倫夫君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

藤本範行君 松尾、森本年度のスタートを心から応援し
ます。宜しくお願いします。
クラブ協議会
○クラブ会報委員会
委員長 緒方郁男君
先ず委員会の構成ですが、委員長
は緒方、副委員長に甲斐さん、委員
に阿多さんの３人で１年間取り組
んで参ります。次に、今年度活動方
針・計画ですが、松尾会長の運営方
針を受け、次の通りとしました。
『情報提供、クラブ運営状況の記
録をはじめとして、親しみのある
情報豊かな紙面編集に努め、会員相互の理解を求める』
又、活動計画は次の通りです。
① 会報は例会で発行し、前回の卓話･当日のプログラム･
ゲスト等を掲載する。
② 外部卓話者等への原稿依頼、後日の送付はプログラム
委員会と連携を図る。
③ 予定、運営状況、理事会、委員会の記録等を掲載する。
④ ＲＩ、地区の情報の掲載に努める。
⑤ その他、タイムリーな情報の提供。
松尾会長の運営方針である、
「本年度はゆったりとロー
タリーを考え、それぞれの会員が全員マイロータリーの
思いを発表していただき、ロータリーの原点、ロータリー
の基本に帰る」を受け、会員の皆さんの考え等を会報に掲
載していきたいと考えていますので、原稿の提出をよろ
しくお願い致します。
事務局の財津さんの協力を得ながら、読んで楽しく、た
めになる紙面作りに委員全員で取り組んでいきます。
◎クラブ広報部門
部門長 岩切 洋君
○広報雑誌ＩＴ委員会
委員長
橋口清和君
副委員長 鍋倉春代君
委員 三原元季君
活動方針
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
もつながればと努力する。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。

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. クラブのホームページの充実（会員ホームページの
掲載促進）
5. クラブ内会員のフェイスブック交流会登録会員促進
6. 外部向けのわかりやすい対外広報活動の促進

クラブ広報 岩切君

会員増強選考
武末君

国際奉仕 図師君 青少年奉仕藤本君

奉仕プロジェクト
野添君

Ｒ財団 井上君

☆広報・公共イメージ部門クラブ委員長会報告
広報雑誌インターネット委員長 橋口清和君
開催日：平成 28 年 7 月 16 日（土曜日）13 時～16 時
場 所：都城メインホテル 4 階きりしま
参加者：52 名
部門長：尾形 栄氏（延岡 RC）
1.挨拶
2.出席者自己紹介
3.RIZ3 ロータリー
戦略計画とセミナー参加報告 4.WEB・IT について
5.撮影について
6.メディアについて
7.ロータリーの友について 8.ガバナー月信について
主な活動計画
1.情報の一元
2.化、他部門との連携
3.マイロータリーの利用促進
4.ＳＮＳの利用促進（フェイスブック等の活用）
5.地区内クラブのホームページ化
6.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）
7.地区書類、ガバナー月信の Web 発信の可能性を探る
■出席報告
出席委員長 長野孝吉君
出席状況（7/21）
会
員
数
43 名
出席会員数
31 名
ホーム出席率
73.81％
前々回の修正出席率
83.33％

