
ｒｚ   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 福岡直樹 君 

 皆さんエンジョイしてい

ますか？さて、なぜ私がこう

いうかと言いますと、昨日の

米沢上杉ロータリークラブ

の小泉会長夫妻と小関さん

の歓迎会が楽しかったから

ですね。そして、次年度会長

の坂田先生が焼酎のハナタ

レ、図師さんが販売前のタマ

アカネの謳歌を持ってきて

くださり、さすがにききまし

た。3次会まで行きましたがどうやって帰ったのか記憶が

おぼつかないです。会長の時間～呂律が回らないときは

ひとえに坂田会長エレクトのせいであります。 

 さて、私と小泉会長の接点は、24 年前の高鍋商工会議

所青年部設立10周年にさかのぼります。舞鶴公園の中段

にジャンボテントを立てて、土砂降りの雨の日ですけど、

テントのリース代だけで60万円したと思いますが本当に

パワーがあったのですね。その時感動したとお話してい

ただき記憶がよみがえりました。私もその時、スゲーと思

い、青年部、県連会長、CS 宮崎の議長となったのだと思

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

私もロータリーの会長としてあと 2 週間ですがしっか

りとやっていきたいと思います。 

 小泉会長ご夫妻、小関さん今日は楽しんで下さい。 

 

■幹事報告＜文書案内＞    幹事 木浦亨英 君  

＊地区ロータリー財団・補助金管理 

セミナー開催案内（〆切7/20） 

 日時 2018年8月5日(日) 

    13：00～16：00 

 場所 メインホテル5F 

 登録料 1クラブ2,000円 

 

 

 

☆米沢上杉ロータリークラブよりご来訪 

   

   小泉雅行会長ご夫妻        小関利英様 
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第 2025 回 平成 30 年 6 月 21 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』 

第 2730地区ガバナー   押川 弘已 

中部分区ガバナー補佐   久寿米木 和夫 

RIテーマ 『ロータリー：変化をもたらす』 

地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』 

 

6月の月間テーマ  

  ロータリー親睦活動月間  

７．ＢＯＸ披露 

８．委員会報告  

９．クラブ協議会 

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    

＊クラブ協議会―年間活動報告（後半） 

  ＊久寿米木 和夫 ガバナー補佐訪問 

  ＊次年度プログラム委員会 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

次週例会案内；6月 28日（2026回） 

  ＊財団寄付・米山寄付～ 各種表彰 

＊三役退任挨拶 

  ＊100万㌦ 

第 2024回 例会内容（6/14） 

 

 

 

 
 



   
 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員長 岩切洋君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【小泉雅行君・小関利英君】 

  昨日は大変ありがとうご 

  ざいました。これからも 

米沢上杉ロータリークラ 

ブと長いお付き合いを 

よろしくお願い致します。 

【福岡直樹君】米沢上杉RCよ 

 り小泉会長ご夫妻と小関 

さんをお迎えして。どうぞ楽しんで下さい。 

【木浦亨英君】米沢上杉RCの小泉会長ご夫妻、小関様を 

  お迎えして。 

【図師義孝君】米沢上杉RCの小泉会長ご夫妻、小関君を 

お迎えして。今日はありがとうございます。 

【橋口清和君】米沢上杉RCの小泉会長、奥様、小関様を 

お迎えして。昨夜はありがとうございました。 

ピアノ演奏に感動されています。 

【井上博功君】米沢上杉RC小泉会長、小関利英君ようこ 

そ高鍋にお越しくださいました。 

【石田喜克君】小泉会長ご夫妻、小関様の来訪に感謝申し 

上げます。 

【坂田師通君】米沢上杉RCの小泉会長、奥様、小関様 

  ようこそ高鍋へ。ありがとうございます。 

【藤本範行君】米沢上杉RCからおいでくださいました 

  小泉会長ご夫妻、小関君ようこそ高鍋へ。肝心な時に 

不在で申し訳ないです。 昨夜は高鍋の夜をお楽しみ 

いただけましたか。又米沢でお会いします。 

 

クラブ協議会年間報告 

☆クラブ管理運営部門 部門長 長濱 博    

○プログラム委員会   委員長 石田 喜克 

副委員長 川上 幸子   委員 坂田 師通 

活動方針 エンジョイをモッ

トーにして、年間のプログラム

を策定する。各委員会の計画が

バランスよく、円滑に実施でき

るように、細心の注意をして運

営する。内部卓話及び外部卓話

の更なる充実を図る。 

活動報告 ①外部卓話を 11 名

の方々に実施して頂いた。 

②内部卓話は、 向山、岩下、

茂木、関、桑野、河原、板垣、山道、緒方隆、多賀、川上、

甲斐、尾崎、阿多、曽我部、高橋、長野、緒方郁、森本。

次年度は、橋口～清水の間を実施予定。 

③11月30日2000回記念例会で、黒木敏之高鍋町長卓話。 

④米山奨学生のチョン・ミヌ君から毎月例会終了後、韓国

語講座５回実施 

 

外部講師～高鍋高校校長 児玉康弘氏、社会福祉協議会 

増田一博氏、高鍋警察署署長 児島孝思氏、 

航空自衛隊新田原基地司令 熊谷三郎氏、高鍋町長 黒

木敏之氏、高鍋町介護支援センター 平田いくみ氏、 

宮日高鍋支局 馬場友理恵、宇田津一郎氏、認知症介護者

のつどい 与那城耐氏、宮日新聞高鍋支局長 南村知宏氏、 

米山奨学生 チョン・ミヌ氏。    以上11名。 

 

〇クラブ研修委員会      委員長 岡島 達雄 

副委員長 藤本 範行   委員 河原 好秋 

活動方針 ロータリーの目的 

を理解し、ロータリー活動を 

より楽しむことができるよう 

につとめる。 

活動報告 ①炉辺会合等の機 

会を生かし、情報の提供を行 

いロータリー知識の普及と意 

識の高揚を図る。3か月に 

1回実施3月、6月  

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。 

〇中部分区ロータリー勉強会 2月3日 宮崎観光ホテ

ル西館 参加者：川上、河原 

〇地区クラブ研修ロータリー雑誌合同研修会 5月13日 

都城メインホテル 参加者：藤本、岡島 

③新入会員のための研修を行う。日時：11月16日(木) 

場所：高鍋ギョウザ 参加者 8名  

新入会員（山道、板垣）紹介者（野添）福岡会長、中武 

副幹事、研修委員会（藤本、河原、岡島）  

④月初め例会時に研修の時間を持つ。2か月に1回実施 

 

☆奉仕プロジェクト委員会   部門長 長谷川 修身 

〇社会奉仕委員会       委員長  緒方 郁男 

当委員会では、『ガバナーの地

区活動方針を重視し、ロータリー

クラブの奉仕の理想を基本に「地

域社会への貢献」を目指し、各委

員会と共に奉仕活動の実践に努

める』を活動方針として副委員長

の尾崎さん、委員の関さんの 3人

で取り組んで来ました。 

 先ず9月5日には、石田さんと

共に高鍋町共同募金委員会にお

いて補助金申請の各団体の選考会に出席しました。10 月

12 日には、高鍋警察署の児島署長を講師に招き県警の運

営方針や仕組みについて講演して頂きました。 

 11月15日には、マックスバリューの店舗前にて赤い羽 

 

 

 



根共同募金街頭活動を行い大勢の会員参加により多額の

募金を頂くことが出来ました。４月 19日には、これも多

数の参加者によるロータリー公園の清掃活動を行ってい

ます。 

また、先月の 17日には、職業奉仕委員会と共に推薦し

た「認知症介護者のつどい」の与那城耐様に明倫賞を贈呈

することが出来ました。 

 最後に、各種ボランティア活動への参画も計画してい

ましたが、実践することが出来なかったことが心残りで

す。今後、他の委員会でも新しい事に挑戦していきたいと

思います。 

 

☆ＳＡＡ       正ＳＡＡ 桑野 倫夫                         

副 SAA 中武 泰一郎 副 SAA 青木 善明  

副 SAA 平山 英俊 

 

早いもので福岡年度も終

わろうとしています。 

我々ＳＡＡのメンバーは例

会がスムーズに進行出来る

ように心がけながら、一ヶ月

事に交代で行ってまいりま

した。ＳＡＡの大変な点は弁

当の手配。皆さんの席の配置

です。この人は来るやろう

か、来ないやろうか、このような事を考えながら毎週皆さ

ん方の席を決めています。 

何とか１年が終わるかと思うとホットしていますが。 

１年間ご協力ありがとうございました。 

 

 

■出席報告       出席副委員長 長野孝吉君 

 

出席報告（6/14）       

正 会 員 総 数 46名 

出 席 会 員 数 36名 

ホーム出席率 81.82％ 

修正出席率 90.91％ 

 

  

 

 

 

   

 

 

  

       

                 ピアノ演奏の森幸子さん 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

友好クラブ 米沢上杉ロータリークラブ歓迎会 

        2018.6.13  於；花いちもんめ 

  

   

 

 

 


