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第 2183 回 令和 3 年 11 月 18 日プログラム
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

７．ＢＯＸ披露
８．委員会報告
９．外部卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊外部卓話―高鍋高等学校
校長 篠田俊彦様
＊例会終了後プログラム委員会

第 2182 回 例会内容（11/11）
☆会長の時間
会長 長濵
博君
皆様こんにちは。先週の
夜間例会、新入会員歓迎会．
観月会にご参加頂き誠にあ
りがとうございました。福
岡親睦委員長の楽しい運営
で久しぶりに皆様の笑顔と
笑いに嬉しくなりました。2
次会でも、関先生の「紅」は
絶品でした。岩本君のエン
ターテイナーぶりや岩切一
浩君の歌唱力、甲斐宏昌君も新人らしからぬパフォーマ
ンスでした。大御所の森進一「おふくろさん」更には、幸
子チーママの参加で大盛り上がり感謝感激でした。
さて、今月は財団月間です。ロータリーの目的や寄付行
為に対する理解を深めて頂きたいと思います。ロータリ
アンとして個人で為すべきこと、クラブ組織として活動
すること、財団の運営に寄付が必要な仕組みなど、井上財
団委員長から詳しくお話していただきます。
先月の理事会で全会員の財団寄付を行う事を了承して
頂いております。財源につきましては、休会時の例会費
を当てる事としましたご了承ください。

博

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』
11 月 月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；11 月 25 日（第 2184 回）
＊100 万㌦ランチ BOX
＊ My Rotary 説明―広報雑誌委員長 中島幸浩君
＊会員卓話
嬉しい報告がございます！夜間例会の締めの音頭で岩
本君が「打倒、小林」をされました。なんとお嬢様が県高
校女子駅伝大会で見事 2 区区間賞を獲得されました。お
めでとうございます！まだ 2 年生ですから、来年は是非
とも全国大会出場を果たしていただきたいと思います。
本日も楽しい 1 日でありますように。
☆幹事報告
幹事 川上 幸子 君
＜文書案内＞
＊2021-22 年度クラブ活性化セ
ミナー開催について
日時
2022 年1 月9 日
（日）
11：30～受付
12：30～15：30
場所
ホテル中山壮
登録料 1,000 円
＊「ロータリーデー海岸美化清掃の日程・計画」について
日程 2022 年 3 月 6 日（日）
＜理事会報告 11.11＞
1.ロータリー財団への寄付の件
コロナ休会中の食事代を財団へ 1,000 ドル寄付 承認
（会員 1 人＝25 ドル×40 人）
2.「塩月桃甫」映画上映の件 12 月 4 日（土）
（１枚＝500 円。会員１人 2 枚ずつ購入頂く）承認

☆月初めのセレモニー（11 月）
お誕生日おめでとうございます❣

川上君、 野添君、 甲斐君
❤結婚記念日おめでとうございます❤

☆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】岩本君のお嬢様が
見事２区で区間賞。おめで
とうございます。今月もよ
ろしくお願い致します。
【川上幸子君】BirthDay のお祝
いありがとうございます。
この前還暦かと思ったら
あっという間に 61 歳。これ
からの人生高鍋ロータリーと共に成長していきます。
【茂木晃君】財団月間に因んで。
【橋口清和君】43 年目の結婚記念お祝いのお返しとして。
結婚した年を忘れないように車のナンバープレート
を希望ナンバーにしました。
【藤本範行君】結婚記念日のお祝いをありがとうござい
ました。46 回目です。50 回を目指します❕
【野添勝久君】誕生日のお祝いありがとうございます。
【坂田師通君】結婚祝いのお返しとして。ありがとうござ
います。先週の観月会お疲れ様でした。福岡委員長の
クイズの正解率があまりよくありませんでした。
研修委員長としてお詫び申し上げます。
【甲斐宏昌君】先日は観月会等お世話になりました。
今後ともよろしくお願い致します。

井上君、藤本君、橋口君、長谷川君、坂田君
☆財団月間卓話

R 財団委員長 井上 博功 君

目標 ・年次基金：一人当たり 150 ドル
・ポリオプラス：一人当たり 30 ドル
今年度上半期達成者
ポールハリスフェロー １回目 野添勝久君
８回目 茂木 晃君
米山功労者

１回目 長濵 博君
２回目 石田喜克君

あともう少しで達成
ポールハリスフェロー ３回目 向山健一君
２回目 黒木敏之君
米山功労者

１回目 野添勝久君
３回目 藤本範行君

■出席報告
出席委員長 河原 好秋 君
出席状況（11/4）
会
員
数
41 名
出席会員数
31 名
ホーム出席率
79.49％
修正出席率
100.00％
出席状況（11/11）
会
員
数
41 名
出席会員数
33 名
ホーム出席率
82.50％
修正出席率
90.00％

