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令和 3 年 7 月 8 日プログラム

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．各委員会報告
９．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊血圧測定
＊クラブ協議会―活動方針・計画

第 2166 回

例会内 容

■就任挨拶・会長の時間
会長 長濵
博君
皆様こんにちは。
第46 代高鍋ロータリー
クラブの会長に就任いた
しました長濵博でござい
ます。2001 年度に入会さ
せて頂き丁度20 年目にな
ります。30 周年、40 周年
の司会を担当し高鍋らし
さを考える機会を与えて
頂きました。50 周年を 4 年後に迎える、その中で今年度
はＲＩ会長のテーマ、
「奉仕しよう みんなの人生を豊か
にするために」
更には 2730 地区 井福ガバナーの目標
「ロ
ータリーの原点に立ち、誇りと自信を持って行動しよう」
を会員皆様と理解を深めてまいります。
本年度の高鍋クラブのテーマは「いかなる時も楽しく
魅力あるクラブを！」です。親睦を通じて絆を深め、奉仕
できることの幸福を感じながら、誇りと自信を持って行
動していきたいと思います。
理事、役員の皆様には大所高所からご指導賜りますよ
うお願い申し上げます。各委員長様にはご苦労かけます
が魅力あるクラブ運営のご協力をお願いいたします。

長 濵

博

野 添 勝 久
川 上 幸 子
毎週木曜日 12：30～13：30
ホテル泉屋 2 F
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

高鍋ロータリークラブテーマ
『いかなる時も楽しく魅力あるクラブを！』
第 2730 地区ガバナー
井福 博文
中部グループガバナー補佐
田島 直也
RI 会長テーマ
『奉仕しようみんなの人生を豊かにするために』
第 2730 地区テーマ 『ロータリーの原点に立ち
誇りと自信を持って行動しよう』
7 月の月間テーマ
次週例会案内；7 月 15 日（2168 回）
＊田島直也ガバナー補佐あいさつ
＊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
会員みなさまは地位の高い役職者ばかりです。普段、社
員やスタッフが行うことを自ら行動しなければならない
…これもロータリークラブの魅力ではないでしょうか。
誰かがしてくれる、するだろう？今日からは…私がやら
ねば誰がやる！の気持ちで取り組んでみましょう。率先
垂範、私自ら楽しいひと時つくりに邁進してまいります。
アフターコロナと言われる新しい生活様式の中で、ロ
ータリークラブの魅力を創造できるように、川上幸子幹
事、野添勝久副会長、事務局の財津さんに支えて頂きなが
ら運営してまいります。
皆様どうぞよろしくお願いいたします。
■就任挨拶
副会長 野添 勝久 君
皆さまこんにちは。
この度副会長に就任するこ
とになりました。
私は話下手でロータリーの
事も皆目理解をしていませ
ん。この際ですので気遣いと、
トークのスペシャリスト長濱
会長のもとでしっかり勉強を
させて頂きながら、出来る限
り精一杯の補佐をさせて頂きたいと思いますが、出来る
事なら私の出番がないように会長が１年間欠席されない
事を願います。

また先日タグラグビー観戦の折、長濱会長より、川南町
からも新入会員を、という要請がありました。その事も念
頭に置きながら努力するつもりです。
１年間どうぞ宜しくお願い致します。
■就任挨拶・幹事報告
長濱会長のもと初幹事頑張
ります。ご指導のほど宜しく
お願い致します。

■2021-2022 年度出席 100％表彰式 (22 名)

幹事 川上 幸子 君

＜文書案内＞
＊クラブにおける取り組み
状況の報告について
＊風呂井ガバナー退任挨拶
＊ガバナー事務所閉鎖の件
＊金丸ガバナー補佐よりお礼
＊広報イメージ部門 ZOOM 会議事前ログインテストの件

❤月初めのセレモニー
結婚記念日おめでとうござい
ます！
森本直樹君

前年度出席委員長
長野孝吉君

■地区役員委嘱状交付式
地区クラブ戦略計画委員会委員長

藤本範行君

❤月初めのセレモニー
お誕生日おめでとうございます！
吉田憲市君
茂木晃君

向山健一君

地区青少年交換委員会副委員長 岩切洋君

米寿祝い 茂木晃君

喜寿祝い 吉田憲市君

■前年度会長幹事へのお礼
長谷川会長、緒方幹事一年間お疲れ様でした。

宮日新聞高鍋支局長
清水正樹様

雑誌紹介
広報雑誌委員長 中島幸浩君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 福岡 直樹 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【長濵博君】大変な重責に押し
つぶされそうです。１年間
よろしくお願い申し上げ
ます。
【川上幸子君】新年度長濱会長
のもと初幹事頑張ります。
宜しくお願い致します。
【向山健一君】長濱年度を迎えて。誕生日祝いのお返し。
出席 100％のお礼として。
【茂木晃君】誕生日祝、出席 100％表彰のお礼。
【黒木敏之君】長濵丸の船出を祝して。
【橋口清和君】長濵年度の船出を祝して。一年間よろしく
お願い致します。100％出席表彰のお礼として。
【井上博功君】長濵年度スタートおめでとうございます。
１年間宜しくお願いします。先週のタグラグビー大
会を急遽欠席してしまいました。皆様にお詫び申し
上げます。
【桑野倫夫君】長濵会長、川上幹事１年間ファイト！
【図師義孝君】結婚祝いのお返し。長谷川年度お疲れ様で
した。長濵年度の船出を祝して。頑張ってください。
【石田喜克君】長濵会長年度のスタートを祝福します。
6 月 27 日のタグラグビー交流会に多数の会員の参加
を頂き感謝申し上げます。
【藤本範行君】いよいよ長濵丸の船出。長濵会長、野添副
会長、川上幹事のご努力に期待しています。
私たちも頑張ります。
【坂田師通君】長濵年度の出発をお祝い申し上げます。
【長谷川修身君】今日は久し振りにゆっくりおいしい弁
当を頂いております。いよいよ今日から長濵年度で
すね。
高鍋 RC の益々の活性化を宜しくお願いします。
【野添勝久君】何もわかりませんが懸命に努力します。
会長、幹事、SAA１年間宜しくお願いします。
【青木善明君】長濵年度のスタートを祝して。会長・初の
女性幹事により新しいロータリーのテーマ
「いかなる時も楽しく魅力あるクラブを❕」の雰囲気
が醸し出されることを楽しみに期待しております。
【森本直樹君】結婚記念祝いのお返しとして。
【吉田憲市君】長濵丸の船出おめでとうございます。新し
い発想と若さ行動力で新しい風を吹かせて下さい。
【中島幸浩君】長濵年度のスタートを祝して。広報担当と
して頑張ります。
■出席報告
出席状況（7/1）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員長 河原 好秋 君

39 名
33 名
84.62％
89.74％

テーブルのお花

本日の食事

＜理事会報告 7.1＞
1.人頭分担金の件 7/1 会員数＝39 名 承認
2.理事役員委員会構成表の件
承認
3.年間プログラム案の件
承認
4.会計予算案の件
承認
5.メーキャップの件 年間有効
承認
6.新入会員候補者 岩切一浩様の件 承認
7.クラブ親睦会・炉辺会合等の会費の件
個人負担 3,000 円で 承認

