
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会長就任挨拶       会長 長谷川 修身 君 

第 45代高鍋ロータリーク

ラブ会長になりました長谷

川修身です。よろしくお願い

いたします。 

先週の日曜日に平山英俊

君と共に私の親会員でした

故木村貞夫君の御仏前に線

香をあげてきました。私が会

長を務める事を奥様もとて

も喜んでいました。 

 さて、今年度の国際ロータリーの会長はドイツ出身の 

ホルガー・クナーク氏であり「ロータリーは機会の扉を開

く」のテーマを掲げられておられます。 

そして、2730 地区、風呂井 敬ガバナーの地区目標は、

「不易流行・ロータリーの基本を堅持し変化に適応する

クラブを」です。地区目標を 18 掲げて「クラブが主役」

の考えのもと一年間活動していこうと述べられておられ

ます。高鍋クラブもRIテーマ及び地区目標をクラブの指

針にしながら活性化したいと考えています。 

本年度のクラブのテーマは「高鍋 RCブランドの確立を

目指そう！」といたしました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

現在全国的に最大の問題点は会員の減少にあると言わ

れています。特に規模の小さい会ほど顕著です。 

 ロータリークラブは地域の伝統文化を守り発展させる

ことも大きな役割だと考えます。今の時代は変化の流れ

が速く何か核になるものが必要ではないかと思います。 

それがブランドではないでしょうか。 

例会では温故知新を大事にこれまで先輩方が学んでこ

られた伝統を守りながら明るく楽しい充実した会になれ

ばと考えています。 

 最後になりますが、会員の皆様大変お忙しい方ばかり

ですので、理事会、各委員会等の運営に関しましては事前

に十分な準備を行い時間の効率化を推進できればと考え

ております。 

緒方隆憲幹事、長濱博副会長、理事、役員、各委員長と

しっかり連携してやっていきたいと思いますので皆様の

ご協力、ご支援をよろしくお願いいたします。 

 

 

＜理事会報告 7.4＞ 

１．人頭分担金の件 7月1日現在会員数35名 承認 

２．理事役員委員会構成表の件  承認 

３．メークアップの件（有効期間年度内 1年間）承認 

４．親睦会＆炉辺会合等の会費の件 

個人負担3,500円 承認 
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第 2122 回 令和 2 年 7 月 9 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

第 2730地区ガバナー      風呂井   敬 

中部グループガバナー補佐    金 丸 憲 史 

同   副補佐  日 高     均 

高鍋ロータリークラブテーマ 

    『高鍋 RCブランドの確立を目指そう！』 

RI会長テーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』 

第 2730地区テーマ 『不昜流行・ロータリーの 

基本を堅持し、変化に適応するクラブを』 

7月の月間テーマ  

 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

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 

 

本日の例会案内   

 ＊血圧測定 

＊クラブ協議会―活動方針・計画 

 

 

 

 

 

次週例会案内；7月 16日（2123回） 

 ＊公式訪問前のクラブ協議会 ガバナー補佐来訪  

＊米山奨学生へ奨学金授与 

＊100万ドル  ＊例会終了後プログラム委員会 

 

第 2121 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆就任挨拶          副会長 長濱 博 君 

副会長の長濱博でござい

ます。本日は、大変ご多忙の

中、黒木町長にご出席を賜り

私たちのスタートに花を添

えていただき、誠に有難うご

ざいました。 

長谷川会長のもと、しっか

り勉強させてい頂きたいと

思います。 

 嬉しい事に岩本君が入会

して頂き、新富町から 4名の会員を得る事となり、高鍋ロ

ータリークラブの構成に新たな 1 ページを記すことがで

きました。どうぞ1年間よろしくお願いいたします。 

 

☆就任挨拶＆幹事報告     幹事 緒方 隆憲 君 

この度、幹事に就任するこ

とになりました。 

 まっすぐで情熱家の長谷川

会長、トークが上手でムード

メーカーの長濱副会長の下、 

黒子に徹さねばなりませんが 

大雑把な自分がサポートでき

るか不安です。 

 至らぬ点が多々あると思い

ますが、ご指導を受けながら

会長及び皆様と一緒に高鍋ブランドの構築を目指して頑

張りたいと思います。宜しくお願いいたします。 

 

＜文書案内＞ 

＊高鍋町育英会より寄付金のお礼 

＊中部グループ会長幹事会の案内（宮崎 RC） 

  日時 2020年8月5日（水）18：30～ 

  場所 宮崎観光ホテル 山吹 

  会費 6,500円 

＊地区関係資金の納入について 

＊ＷＥＢ会議開催に必要な設備の整備状況について 

＊宮崎県東児湯消防組合発足50周年記念式典のご案内 

  日時 2020年9月26日（土）9：30～12：00 

  場所 東児湯消防組合多目的ホール 

 

☆直前会長青木善明君・桑野倫夫幹事へお礼 

一年間大変お世話になりました。 

    

☆新入会員入会式 

          入会おめでとうございます！ 

    
酒井義之君 

  

   中島幸浩君        岩本正志君 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

☆前年度出席100 ％表彰 22名（内６名は連続表彰） 

 
 

 

☆月初めのセレモニー 

 お誕生日おめでとうございます。 

   

向山君  岩村君  茂木君 

 

     
向山君 喜寿祝いおめでとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



本日のお花は、ひまわりです。 

福岡君いつもテーブルに 

お花をありがとう！ 

 

☆ＢＯＸ披露   親睦活動委員長 曽我部 幸夫 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【長谷川修身君】いよいよ今 

日から長谷川年度です。 

一生懸命頑張りますので 

どうぞご支援ご協力宜し 

くお願い申し上げます。 

  青木君、桑野君一年間ご 

苦労様でした。 

【長濱博君】今日から副会長 

を承りました。 

どうぞ長谷川年度を宜しくお願い致します。 

3名の新入会員の皆様心より歓迎いたします。 

【向山健一君】①長谷川年度を迎えて。誕生祝のお礼。 

  出席100％のお礼。 

【茂木晃君】誕生祝、出席100％のお礼。酒井君、岩本君、 

中島君の入会を祝って 

【平山英俊君】長谷川年度のスタートを祝す。先週の例会 

は欠席したので。令和青木丸の航海も無事終了。 

全船員の好意と友情を満載して恙なく帰港できた事 

に感謝！ 

【橋口清和君】長谷川丸の船出をお祝いして。1年間宜し 

くお願いします。青木丸は1年間お疲れ様でした。 

100％出席祝ありがとうございました。 

【岩村文夫君】ありがとうございます。 

【桑野倫夫君】前年度100％出席表彰のお礼として。 

  いよいよ今日から長谷川年度のスタート頑張ろう！ 

【中武泰一郎君】100％出席表彰のお礼として。 

【図師義孝君】長谷川年度のスタートをお祝いして。 

頑張ってください。 

【石田喜克君】長谷川年度のスタートおめでとうござい 

ます。3名様のご入会を祝します。 

【藤本範行君】長谷川会長、長濱副会長、緒方幹事ご就任 

おめでとうございます。大変期待しながら私も戦略 

計画委員長として最善を尽くしながら支えていきま 

す。宜しくお願いします。 

【青木善明君】長谷川年度のスタートを祝して・・・。 

  今年度会長のテーマである「高鍋ロータリークラブ 

のブランド」の確立を目指そう！」をみんなで協力し 

て頑張りましょう。 

【野添勝久君】長谷川年度のスタートを祝して。 

青木さん1年間ご苦労様でした。 

【坂田師通君】長谷川年度のスタートをお祝い致します。 

  会長、副会長、幹事のご活躍をお祈りします。 

【多賀学昭君】長谷川年度の開幕おめでとうございます。 

【酒井義之君】今日から板垣委員と交代で入会させてい 

ただきました酒井です。頑張って参ります。 

どうぞよろしくお願い致します。 

 

 

 

☆出席報告       出席委員長 長野 孝吉 君 

 

出席状況（7/2） 

会  員  数 38名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 89.47％ 

前々回修正出席率      ％ 

 

 

    

ソングリーダー多賀君 ＆ ピアノ演奏の森さん 

本日の歌は、「君が代・奉仕の理想・砂山」 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

      ７月の例会案内 

   

7月16日（2123回）ガバナー補佐来訪 

公式訪問前のクラブ協議会 

      米山奨学生奨学金授与・100万㌦ 

      プログラム委員会 

  7月23日 祝日の為例会休会 

  7月30日（2124回）場所＝ホテル泉屋例会場 

   ＊17：30～新会員のオリエンテーション 

   ＊18：30～夜間例会＆親睦会＆新会員歓迎会 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


