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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

第 2075 回 令和元年 7 月 1１日プログラム - 1 高鍋ロータリークラブテーマ
6 3 6
１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト
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．委員会報告
９．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊血圧測定
＊前年度 100％出席表彰
＊クラブ協議会―活動方針計画
＊例会終了後理事会開催

第 2074 回 例会内容（7/4）
☆就任挨拶
会長 青木 善明 君
皆さんこんにちは。
この度会長をさせて頂
くことになりました、「元
気・やる気・勇気」の青木
善明でございます。
ロ－タリ－経験は浅く、
未だ未だ未熟ではあります
が、運営方針に沿って、こ
の一年間、尽力してまいり
ますので、皆様のご支援、
ご協力をよろしくお願い致します。

☆会長の時間
「ロ－タリ－の歴史に学ぶ」の発刊に添えて
このような素晴らしい冊子を発刊されましたことに賛
辞と謝辞を申し述べます。
丁寧に歴史を検証し、
ロ－タリ－の誕生を興味深く示さ
れ、何よりも「ロ－タリ－が偶然にできたのではなく、必
然的に発生した」ことを感じさせる記述内容です。
ポ－ル・ハリス氏は「ロ－タリ－のような運動の発芽期

『新時代につなごう誇りと奉仕の友愛』
第 2730 地区ガバナー
喜島健一郎
中部分区ガバナー補佐 上田
普
RI テーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』
地区テーマ『クラブの活性化に務めよう』
7 月の月間テーマ
親睦活動月間
次週例会案内；7 月 18 日（2076 回）
＊100 万㌦ランチ BOX
＊クラブ協議会―活動方針計画
＊例会終了後プログラム委員会

として 20 世紀初頭ほど絶好の時期はありませんでした」
と言われております。
そして、 ロ－タリ－を語るときに忘れてはならないの
は、創始者ポ－ル・ハリス氏の生い立ち人生観であります。
それを知ることによってロ－タリ－の本質に近づくこ
とができるのです。さらにポ－ル・ハリス氏とともにロ－
タリ－の発展に重要な役割を果たしたア-サ-シェルドン
氏の活動についても記述されました。
また「決議 23～34」、「四つのテスト」、「日本ロ－タ
リ－の誕生」、「関東大震災」、「大連宣言」など多彩な
項目が解りやすくまとめられています。
読み通しますと、先輩ロ－タリアンの苦悩や対立、喜び、
友愛などが肌に伝わってきました。親睦から奉仕への道
程、国境を越えた拡大、ロ－タリ－倫理訓の批判、国際 RC
連合会の結成、RI への移行、二つの世界大戦を乗り越え
たこと、そして二つの service 論の対立、ロ－タリ－
Objects の改定など、これから新しいロ－タリ－像を考え
る上で大いに参考にしたいと思っています。
日本人初のロ－タリアンであり、東京 RC の創設に尽力
し、大阪 RC を創設した福島喜佐次氏や、東京 RC の初代会
長米山梅吉氏、日本のロ－タリ－の歴史についても解り
やすく記述されています。
国際ロ－タリ－第 2660 地区
2014～2015 年度ガバナ－ 泉 博朗

☆就任挨拶
副会長 長谷川 修身 君
皆さんこんにちは。
この度副会長をさせて頂くこ
とになりました。
青木会長のクラブ運営に微力
ですが貢献できるように尽力
して参ります。
皆様のご支援、ご協力よろ
しくお願いいたします。
☆就任挨拶
幹事 桑野 倫夫 君
青木年度がいよいよスター
トしました。今年 1 年間、青木
会長の補佐役として
幹事の大役を務めさせていた
だきます桑野です。
会員の皆様方の協力を頂き
ながら、どのような事が出来
るか分かりませんが自分なり
に努力をして行きたいと思い
ますので宜しくお願いいたします。
☆幹事報告＜文書案内＞
＊ガバナー事務所より今年度の地区大会登録料について
各クラブ全員登録でお願いします。（1 人 1 万円）
＊国際ロータリー規定審議会により出席規定変更内容
欠席した例会のメークアップは年度内適用
＊宮崎北ロータリークラブより創立 50 周年記念式典・
記念講演・祝賀会・記念ゴルフのご案内
日 時 令和元年 9 月 21 日（土）16：00～
場 所 宮崎観光ホテル
登録料 10,000 円
＊2022～2023 年度ガバナー候補決定通知
候補者名
古木圭介（こぎ かいすけ）君
所属クラブ 鹿児島西ロータリークラブ
☆坂田師通直前会長へお礼

☆地区クラブ奉仕委員会副委員長藤本君へ委嘱状

☆地区青少年交換委員会委員岩切君へ委嘱状

☆月初めのセレモニー
お誕生日おめでとうございます！
吉田君

☆ＢＯＸ披露

向山君

岩村君

茂木君

親睦活動委員長 野添 勝久 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【青木善明君】公務も多忙なの
に「大丈夫ですか？」とか
「大丈夫ですよ！」とか・・
いろいろ心配して声をかけ
て頂き有難うございます。
ご迷惑をおかけする事もあ
りますが精一杯頑張ります
ので一年間どうぞよろしくお願い致します。
【桑野倫夫君】青木年度がスタートしました。1 年間宜し
くお願いします。
【向山健一君】新年度を迎えて。誕生日お祝いのお返し。
出席 100%のお礼。
【茂木晃君】青木年度宜しくお願いします。誕生日祝いの
お礼として。
【岩村文夫君】有難うございます。
【井上博功君】青木年度のスタートを祝して。
【岩切洋君】坂田さん、橋口さん 1 年間お疲れ様でした。
青木会長、桑野幹事 1 年間宜しくお願いします。
【松尾正博君】坂田年度会長幹事大変お疲れ様でした。
本日より青木年度のスタート！宜しくお願いします。
【岡島達雄君】青木丸の船出を祝って。
【藤本範行君】青木丸の船出に拍手を贈ります。長谷川君
桑野君しっかり支えてください。大いに協力致しま
す。期待しています。よろしく！
【坂田師通君】青木年度のスタートを心からお祝い申し
上げます。
【長野孝吉君】新年度を迎えて。よろしくお願いします。
【野添勝久君】坂田会長ご苦労様でした。青木会長大変
忙しい中大変でしょうが頑張って下さい。
【長谷川修身君】青木会長、桑野幹事一年間宜しくお願

いします。
【横山隆君】青木年度のお祝いとして。出席率も 100％
目指して宜しくお願いします。
【板垣衛君】長い休みを頂きました。誕生日のお祝い
ありがとうございました。昨日介護保険証が届きま
した。
【吉田憲市君】いつも大変お世話になって居ります。
今後ともよろしくお願い致します。
例会風景

■出席報告

出席委員長 横山 隆 君

出席報告（7/4）
正会員総数
41 名
出席会員数
34 名
ホーム出席率
85.00％
修正出席率
87.50％
ピアノ演奏 森さん今年もよろしくお願いします。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

☆蚊口浜ビーチクリーン活動
幹事 桑野君

副会長 長谷川君

ＳＡＡ 中武君

会長 青木君

副幹事 長野君

社会奉仕委員長 木浦君

蚊口浜ビーチクリーン活動参加のお願い
日時 2019 年 7 月 7 日（日）
6：00～7：00
小雨決行

蚊口浜 2019.7.7

