
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 松尾正博君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

先週の明倫賞受賞式の報道があり、高鍋ラグビースクー

ルの黒岩先生を初め、大きな反響がありました。 

喜んでいただき嬉しく思っております。 

又、前会長の藤本先生がＲＩの世界大会（アトランタ）

に出発されます。無事、元気に帰国されご報告を楽しみに

しております。 

 後程、クラブ協議会が開催されます。 

各委員会の年間報告が楽しみです。 

宜しくお願い致します。 

 ありがとうございました。 
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■幹事報告＜文書案内＞  副幹事 中武泰一郎君 

＊蚊口浜ビーチクリーン活動への 

 ご協力について（お願い） 

 日 時 2017年7月9日（日） 

      午前 6時～7時 

 集合場所 秋山商店前 

＊鵬雲斎千宗室大宗匠を囲む会の 

 ご案内（〆切7/25） 

 日時 2017年8月18日（金） 

  17：30～19：30 

 場所 ホテルさつき苑   会費 5,000円 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 桑野倫夫君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【橋口清和君】今日は特別な日です。  

【石田喜克君】先週のボックスで書 

き忘れていました。黒岩先生の 

ことばかり考えていて忘れまし 

た。結婚記念祝い大変ありがと 

うございました。 

【図師義孝君】結婚記念祝いのお返 

しとして。ありがとうございました。 

【藤本範行君】 今夜から鹿児島 ―仁川空港経由でアト 

ランタ国際大会に行ってきま～す。  
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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』 

6月の月間テーマ  

  ロータリー親睦活動月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．職場訪問   

10．次週例会案内   

11．点  鐘 

12.  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  我らの生業 

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 

 
本日の例会案内   

＊職場訪問 

  ウェグラウンズ高鍋特老ホーム 11：00～12：00 

  例会・昼食 讃岐屋（めいりんの湯内）  

12：00～13：00 

 

      

 

 

 

 

 

 

       

 

 

次回例会案内；6月 22日（1979回） 

  ＊ガバナー補佐来訪あいさつ 

＊クラブ協議会（後半） 

  ＊アトランタ世界大会報告 

  ＊血圧測定   ＊次年度プログラム委員会 

第 1977 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



■クラブ協議会―年間活動報告 

ＳＡＡ            正ＳＡＡ 河原好秋君 

 一年間大変お世話になりまし

た。プログラム委員会のお陰で 

ゲスト２１名、会員４６名の方が

卓話をしていただき近年にない

魅力ある素晴らしい例会であっ

たと思います。又、例会を盛り上

げて頂いたピアノ演奏の森さん、

ソングリーダーの橋口君、多賀君

ありがとうございました。 

 

プログラム委員会       副委員長 木浦亨英君 

主な活動実績として今年は、 

松尾会長の意向を受け、新しい 

取り組みの一環として会員 5分

間スピーチを 1年間通じて行い

すべての会員にお願いして内部

卓話の充実を図りました。 

 外部卓話については、前半は 

黒木敏之委員長の人脈で外部卓

話の充実を図り、黒木敏之委員長が携われなくなった後

半は、坂田師通部門長の人脈で外部卓話の充実を図り、１

年間を通してみれば非常に充実した外部卓話の内容だっ

たかと思います。 

 簡単な報告になりましたが、１年間大変お世話になり

ました。ありがとうございました。 

 

会員増強分類選考委員会   委員長 武末喜久治君 

当初前期末に 4 名の退会者で

スタートしましたが、会長のお

かげで新入会員４名を達成しま

した。会長の行動力に増強委員

長としましては、恥ずかしい思

いです。別に後２名の入会推薦

の予定でしたが残念ながら入会

に至りませんでした。来期も同

じ担当ですので、今季の反省を生かし当初目標の 50人を

達成できるよう努力したいと思っています。 

そのためには全員の協力が不可欠です。 

ぜひよろしくおねがいします。 

１年間ありがとうございました。 

 

親睦活動委員会         委員長 桑野倫夫君 

本年度の活動方針として、夜間

例会が（9月に観月会）（1月に新

年会）（3月に観桜会）3回行いま

した。また昨年度に引き続き、夜

間例会が無い月に炉辺会合を（8

回）行う事を計画しました。 

炉辺会合の目的は、会員間の親

睦を一層深めてもらう事。 

松尾年度では多くの会員の方に出席 100 パーセントに

チャレンジしてもらう事でした。 

夜間例会の為に数回の打ち合わせ。その他に夜間例会が

無い月の炉辺会合を実施する事は正直大変でした。しか

しクラブ会員の皆さま方のご協力と、坂田部門長はじめ

親睦委員会のメンバーの団結で 1 年間の活動が出来たと

思っています。 

今月まで炉辺会合がありますので宜しくお願いします。 

 

クラブ研修委員会        委員長 岡島達雄君 
 部門長に坂田師通君、副委員長

に池部文仁君、委員に尾﨑敏弘君

の4人で実施した。 

活動報告 
① 炉辺会合の機会を生かしロー 

タリー知識の普及と意識の高揚 

を図り、メークアップに対応し 

た、7回。研修委員会のほか親 

睦委員会、SAA他の委員にもご協力いただいた。 

②  入会3年未満の会員に地区などの研修に参加するこ 

とを奨励するとしたが、今年は地区の新入会員研修会

はなかった。 

③   新入会員のためのクラブ研修を行った。今月予定の

お一人を除き3名。 
③  月初めの例会時に数分の研修の時間をとっていた 

だいた。 

テキストは、2014年6月の新会員のための地区研修で使 

われた三木明ＰＤＧのスライド「ロータリーを学ぶ」を 

10回に分けて使用。 

 

クラブ広報委員会         部門長 岩切洋君 

広報雑誌ＩＮ委員会は、橋口委

員長、他委員の皆さんで毎週例会

の内容を新着情報として HP にア

ップされていました。また月初め

では雑誌紹介として委員長が熟読

され記事をピックアップして紹介

されておりました。 

私事ですが、先日マイロータ

リーにようやく登録しました。いろいろとリアルにRCを

学べるサイトだなあと思った次第です。ぜひ、皆さんもマ

イロータリー登録されては如何でしょうか。 

クラブ会報委員会緒方委員長をはじめ委員の方々お疲

れ様でした。会報は何といっても毎週の会報作成と内外

卓話の原稿依頼が大変だったかと思います。また、会報を

見れば例会の全てが解るような内容だったかと思います。 

そして松尾会長年度の会報カラーはオレンジ。 

前年度藤本会長年度はグリーンでした。 

次年度福岡カラーは果たして何色でしょうか？ 

楽しみにしたいと思います。 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 



職業奉仕委員会         委員長 石田喜克君 

① 職場訪問の実施 2017 年 5 月

18 日予定が、鈴山荘でインフ

ルエンザ発生でのため 6 月 15

日に延期された。 

② 明倫賞の贈呈(2017 年 6 月 1

日) 高鍋ラグビースクール校

長 黒岩正春氏 

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清掃  2017年4月27日 Ａ

Ｍ７：00～30名超参加。朝食は、おにぎり・お茶のセ

ットを終了後手渡しで済ませた。 

 

 

      
会計 高橋康朗君      クラブ管理 坂田師通君 

       

     

  出席 長野孝吉君    広報雑誌ＩＴ 橋口清和君  

     

     

社会奉仕 曽我部幸夫君   国際奉仕 図師義孝君 

 

       

 青少年 藤本範行君    ロータリー財団 井上博功君 

 

■出席報告          出席委員 甲斐英治君 

 

出席報告（6/8）       

正 会 員 総 数 46名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 80.43％ 

修正出席率 84.78％ 

 

 

 

 

   

本日のソング        本日の食事 

 

      

         ピアノ演奏の森幸子さん 

 

 

   

『メ－クアップしましょう』 

中部分区クラブメ－クアップ会場 

 出席委員会 

月 
宮崎南 宮崎観光ホテル西館8階 

宮崎東 ニューウェルシティー宮崎 

火 
宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

水 
宮崎北 ホテルマリックス 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

金 宮崎西 宮崎観光ホテル 

 

 

  

 


