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
事務所

森 本 直 樹

第 1956 回 平成 28 年 12 月 22 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．会員スピーチ
10．クラブ協議会
11．次週例会案内
12．点 鐘

本日の例会案内
＊100 万ドル
＊会員 5 分間スピーチ（鍋倉春代君）
＊新入会員卓話（多賀君、川上君、緒方君）
＊クラブ協議会（半期報告）後半

第 1955 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 松尾正博君
本日は、西都ロータリーク
ラブより 3 名、宮崎西
ロータリークラブより 1
名のビジターをお迎えして
おります。最後までお楽しみ
ください。
この後、クラブ協議会が
あります。半期報告ですので
経過報告をお願いします。
先週、ふるさと納税のお話
をしましたが、税は本来公正・公平でなければならないと
思いますが、今回の制度はおかしな税制になっておりま
す。税額の 4 割から 7 割の返礼品が届くという歪な金持
ち優遇な税制は早期に是正すべきだと思いますが、皆様
は如何お考えでしょうか。問題提起をしたいと思います。
ありがとうございました。
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 森本直樹君
＊2017 国際ロータリー「アトランタ国際大会」ご参加の
お願い。
＊2016－17 年度地区委員会委員変更の件

会報

福 岡 直 樹
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
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』
12 月の月間テーマ
疾病予防と治療月間
例会休会案内；12 月 29 日＆1 月 5 日は特別休会
次回例会案内；1 月 12 日（1957 回）
＊夜間例会＆新年会 18：30～
於；四季亭
月初めのセレモニー・バザー
＊地区クラブ研修委員会「規定審
議会の制定・決議事項とクラブ
の対応について」研修セミナー
開催のご案内
日時 平成 29 年 2 月 19 日
（日）
13：00～16：50
場所 さつき苑（鹿屋市）
＊ガバナー事務所・地区事務所・
エレクト事務所執務の件
平成 28 年 12 月 28 日（水）～平成 29 年 1 月 4 日（水）

ビジター 西都 RC より 3 名様・宮崎西 RC より増田秀文様

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 長濱博君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

松尾正博君 本日は4名のビジ
ターをお迎え致しました。
ごゆっくりお楽しみ下さい。
尚、クラブ協議会の半期報告
であります。ご報告を宜しく
お願い致します。
藤本範行君 緒方君の入会を
歓迎します。共に頑張りロータリーを楽しみましょう
今夜は楽しみです。
長濱博君 長女の結婚が決まりました。ご心配をおかけ
しましたが、
やっともらってくれる人が現れホットして
おります。

■出席報告
出席報告(12/15)
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席副委員長 向山健一君

46 名
38 名
84.44％
84.44％

■クラブ協議会（半期報告）
ＳＡＡ
正ＳＡＡ 河原好秋君
プログラム委員会のおかげ
で、
ゲスト 11 名 会員 19 名の
方に卓話をしていただき近年
にはない魅力ある例会が出来
たと思います。後期も前期同
様、
素晴らしい例会になるよう
したいと思いますので宜しく
お願いします。
クラブ管理部門
部門長 坂田師通君
クラブ管理部門は、プログ
ラム委員会、親睦活動委員
会、出席委員会、クラブ研修
委員会の４つの委員会で構成
されています。
プログラム委員会は、黒木
敏之委員長の下、充実したプ
ログラムを組んでいただいて
おります。中でも、内外卓話
の充実は近年にないものです。親睦活動委員会は、全会
員が大変多忙な方ばかりですが、桑野倫夫委員長の下、
充実した炉辺会合と観月会など、大変すばらしい活動を
していただいております。出席委員会は、長野孝吉委員
長の下、堅実な活動を例年通り行っていただいておりま
す。クラブ研修委員会も岡島達雄委員長の下で、例会お
よび炉辺会合において、すばらしい研修プログラムを行
って頂いております。

親睦活動委員会
委員長 桑野倫夫君
副委員長 青木善明君
委員 長濱博君
委員 長谷川修身君 鍋倉春代君 三原元季君
半期報告
今年も昨年に引き続き炉辺会
合を実施しています。毎回多く
の会員の方がご出席下さいま
して、大変盛り上がっておりま
す。炉辺会合に出席するとメー
クに成りますので今年度は多
くの会員の方が 100%出席にチ
ャレンジ下さい。今後とも親睦
活動委員会にご協力をお願いします。
クラブ会報委員会
委員長 緒方郁男君
当委員会では、年の当初に
「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」と活動方針を定めて
いますが、紙面作りは事務局の
財津さんに頼りっきりで申し
訳なく思っているところです。
又、活動計画にあるプログラ
ム委員会の協力を得、外部卓話
者等への原稿依頼は概ね達成されています。今後も『会員
５分間スピーチ』を含め原稿提出をお願い致します。
残り半期となり、タイムリーな情報の提供に努めてい
きます。
奉仕プロジェクト部門
部門長 野添勝久君
職業奉仕委員会
委員長 石田喜克君
副委員長 河野洋一君
委員 清水一彦君
活動方針 職業奉仕の目的を明
確にし、事業及び専門職として
地域に貢献できる様に自己研鑚
に努める．且つ、社会のニーズを
把握し、クラブ、会員個々の職業
奉仕活動に拍車をかける行動の
実践。
活動計画
① 職場訪問の実施
② 明倫賞の贈呈(2017 年 4～5 月ごろ)
③ 職業奉仕を実践されている方々の内外卓話の実施
④ ロータリー公園の整備
半期報告
上半期は何もしていない状態です。
2017 年 1 月が職業奉仕月間であるが、少し暖かくなっ
てから、職場訪問を計画中。2～3 月の間。
明倫賞の候補者の推薦を年明けから開始する。
5 月くらいに、ロータリー公園の清掃を実施する。
例会の中で、職業奉仕を実践されている方々に卓話をし
て頂く（継続中）

正会計 高橋康朗君

プログラム委員長
黒木敏之君
本日のロータリーソング

ピアノ演奏の森幸子さん

新年会のご案内
日時
出席委員長
長野孝吉君

クラブ研修副委員長
池部文仁君

場所

平成 29 年 1 月 12 日（木）
例 会 18：30～
新年会 例会終了後～
四季亭

バザーの品物 1 人 1 品のご協力をお願いします。
例会欠席の場合は必ずご連絡をお願い致します。

事務局休暇について
会員増強分類選考委員長
武末喜久治君

広報雑誌ＩＴ副委員長
鍋倉春代君

クラブ広報部門長
岩切洋君

社会奉仕委員長
曽我部幸夫君

平成 28 年 12 月 28 日～平成 29 年 1 月 4 日

1/5
1/12

1/19

1/26

国際奉仕委員長
図師義孝君

特別休会
夜間例会＆新年会 18：30～ 四季亭
＊月初めのセレモニー
＊バザー
等
血圧測定・米山ランチ
雑誌紹介・クラブ研修・
会員 5 分間スピーチ（岡島達雄君）
外部卓話＝高鍋警察署長 都原誠一様
プログラム委員会・理事会
会員 5 分間スピーチ（藤本範行君）
外部卓話＝高鍋税務署長 三寺章敬様
100 万ドル

