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■会長の時間＆退任挨拶    会長 福岡 直樹 君 

 皆さんこの 1 年間本当に

お世話になりました。 

 会長になりたての時はプ

レッシャーに押しつぶれそ

うになりましたけれど、自分

らしく、気負わずやろうと決

めました。そして、私のテー

マであるエンジョイをモッ

トーにやってきました。  

 幹事の木浦君も前半は仕

事の為なかなか出席できま

せんでしたけど、第2000回例会以降、私の手足となって

働いてくれました。本当に感謝です。副幹事の中武さん 

ＳＡＡの皆さん、委員長の皆さん、会員の皆様ありがとう

ございました。 

 今年度は、米沢上杉 RCの創立 55周年、当クラブの例会

2000 回、中部分区ＩＭのホスト、とやらないといけない

事がたくさんあり、勉強になりました。この 1年を通して

今までは例会出席もおぼつかなかったのですが、濃密な 

1年となりました。少しでも皆様みたいなロータリアンに 

近づければと思った次第です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次年度は、坂田先生が会長となります。信頼の厚い方な

のでクラブを尚一層盛り上げてくれると思います。 

最後に、私が会長の時間にしょうもないことをべらべら

話したので、会員の皆様は話しやすかったかな？ 

それだけが取り柄でした。 

 この1年間本当にありがとうございました。 

 

■退任あいさつ        会長エレクト 

副会長 坂田 師通 君 

１年間、福岡会長の下で副

会長（会長見習い）として勉

強させていただきました。 

 ＩＭでは、皆様の神輿の上

に乗って実行委員長という貴

重な立場を経験させていただ

くことができました。 

全て、皆様のおかげです。 

 ありがとうございました。 

 次の１年は、福岡会長のよ

うに、しなやかに行動することは出来ないかもしれませ

んが、福岡会長のエンジョイを引き継いで私なりに努力

しますので、どうぞ宜しくお願い申し上げます。 
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第 2027 回 平成 30 年 7 月 5 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．月初めのセレモニー 

８．ＢＯＸ披露  

９．委員会報告 

10．三役就任挨拶 

11．次週例会案内  

12. 点  鐘 

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

君が代・奉仕の理想 

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 （年度初例会）  ＊米山ランチ 

＊三役就任挨拶    ＊前年度会長幹事お礼 

 ＊前年度 100％出席表彰  

＊月初めのセレモニー   ＊雑誌紹介      

＊例会終了後理事会開催  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

 

 

 

  

 

 

 

次週例会案内；7月 12日（2028回） 

 ＊血圧測定 

 ＊安田秀一ガバナー補佐訪問 

＊公式訪問前のクラブ協議会 

 ＊例会終了後プログラム委員会開催 

第 2026回 例会内容（6/28） 

 

 

 

 

 



 ■退任あいさつ       幹事 木浦 亨英 君 

幹事として右も左もわか

らない状態でスタートを切

り、幹事を引き受けたから

にはロータリーを勉強し少

しでもクラブの役に立つよ

う幹事としての役目を果た

したい気持ちはありました

が実際はコメの時期に差し

掛かると現場を離れること

が出来ず、会員の皆様はも

とより特に中武副幹事と事務局の財津さんには大変ご迷

惑をおかけしました。 

11 月から出席できるようになると今までご迷惑をおか

けした分少しでも挽回しようという気持ちで取り組みま

した。中でもＩＭの開催は幹事として私の記憶に残る大

変勉強になった会合でした。 

頼りのない幹事ではありましたが会員の皆様に支えら

れたそんな 1年間だったと改めて感謝申し上げます。 

皆様のご尽力に感謝申し上げ、簡単ではございますが 

退任のあいさつといたします。 

 

■幹事報告             次年度幹事 橋口 清和 君 

＜文書案内＞ 

＊第Ⅵ期 2730 RLIパート1 

 日時 2018年8月26日 

    9：20～15：30 

 場所 鹿児島大学農学部 

 登録料 6,000円 

＊2730地区合計植樹本数の 

 最終結果  2,576本 

＊2017-18年度ガバナー事務 

 所閉鎖＆直前ガバナー事務 

所開設のお知らせ 

＊佐土原ロータリークラブより7月の例会案内 

＊米沢上杉ロータリークラブ会長よりお礼状 

 

☆会員卓話             森本 直樹 君 

私がロータリーに入会さ

せていただいたのは、24年

5月17日で今年で7年目に

なります。当時加入した経

緯をお話ししますと、現在

私はソニー生命保険という

会社で働いておりますが、

19、20歳の時はスギタとい

う塗料店でその後前職のト

ヨタカローラ高鍋店に 15

年勤務し現在に至ります。この仕事を始めた後に人脈を

広げ色々学びたいと思い、39 歳の時に西都青年会議所に

入り、そこを卒業する前にどこか加入できる団体はない

かと考えていた矢先に友人の木浦君から、倫理法人会の

見学に誘われ、いつのまにかロータリーにすり替わり加

入に至りました。 

当時はよく分からず加入しましたが、結果良かったと思

っております。ただ未だに良く理解をしておりませんの

で、ご迷惑をおかけしているという現状です。 

先程木浦幹事が副幹事におんぶに抱っこでしたと言わ

れましたが、私の方が昨年度はご迷惑をおかけしていた

と思います。よく分からず終わりましたので、引き継ぎも

出来ませんでした。 

ここで少し今現在の仕事のご紹介をさせて頂きます。9

年前に転職をした時は子供が小 2 と小 4 でした。普通な

ら反対を受けなかなか出来ませんが、妻には事後報告で

したので問題ありませんでした。自動車販売から生命保

険販売と全く違う仕事であり、サラリーマンからフルコ

ミッションという自営業と同じシステムの給料体系で最

高もありませんが、最低は最低賃金です。今現在私はマネ

ージャーとして仕事していますが、ほぼ同じシステムで

す。部下の売り上げ次第で収入が変わるという仕組みに

なっております。ただ私の現在の仕事は自分の部下を採

用し育成までするという仕事で普通はジン自分人と面接

をする担当者で行う仕事を私と支社長でやっております。 

先程話した通り収入面でも不安定な仕事ですので家族

持ちの方を採用するのはかなり重い責任が伴いますため、

面接も５回以上は行います。他にも私が営業所を立ち上

げた時の方針や、保険に失敗しない加入の仕方を話した

かったですが、本日はここまでで終わらせて頂きます。 

拙い話でしたが有難うございました。 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 岩切 洋 君  

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【福岡直樹君】1年間ありがとう 

ございました。 

【木浦亨英君】1年間皆様に支え 

られ何とか終えることがで 

きました。会員の皆様大変 

お世話になりました。 

感謝です。 

【茂木晃君】福岡年度ご苦労様 

でした。 

【平山英俊君】福岡年度恙なく修了。楽しくフレッシュな 

運営。ご苦労様でした。 

【桑野倫夫君】福岡会長、木浦幹事、1年間大変お疲れ様 

でした。 

【中武泰一郎君】福岡会長、木浦幹事、1年間様ご苦労様 

でした。副幹事にもかかわらず多くの出番を頂きまし 

た。ありがとうございました。 

【岩切洋君】1年間お世話になりました。次年度長谷川親 

睦委員長よろしくお願いします。 

【図師義孝君】福岡会長、木浦幹事一年間お疲れ様でした。 

感謝感謝です。ありがとうございました。 

【松尾正博君】一年間お疲れ様でした。 

【藤本範行君】福岡会長、木浦幹事、中武副幹事長かった 

この一年。お疲れ様でした。午後から都城です。夜は 

ゴメンなさい。どうか気楽に歌ってくださいネ。 

【坂田師通君】福岡会長、木浦幹事本当にありがとうござ 

いました。 

 

 

 

  



【河野洋一君】なかなか今年度も出席できずに申し訳あ 

りませんでした。1年間お世話になりました。 

【山道義孝君】1年の節目を無事終えれる様大変お世話 

になりました。 

 

■出席報告       出席委員長 甲斐 英治 君 

 

出席報告（6/28）       

正 会 員 総 数 46名 

出 席 会 員 数 40名 

ホーム出席率 90.91％ 

修正出席率   ％ 

 

 

    

各種表彰 

        

  
    米山功労者 岩切君 

      

    米山功労者 中武君 

  

 ポールハリスフェローマルチプル6回目 茂木君 

  

  ポールハリスフェロー 木浦君 

  ＳＡＡ 桑野君 

    

甲斐英治君転勤です。3年間お世話になりました。 

 

                    

 
 

  

 


