
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆会長の時間         会長 長濵  博 君 

皆様こんにちは。いよいよ

長濵年度最終月でございます。 

6 月は親睦月間でございま

す。クラブ内で趣味のあった

方々が、麻雀、音楽、ゴルフ等

でお付き合いされたり、仕事上

の関係で親睦を深められたり

しておられます。 

国際ロータリーは今週末か

ら米国・ヒューストンで国際大会が開催されます。1年前

から参加の準備をしてきましたが残念ながらかないませ

んでした。これは、世界中のロータリアンと親睦を深める

絶好の機会です。どうか来年度の地区大会や米沢上杉ロ

ータリークラブの60周年記念式典など親睦を深めて、ロ

ータリークラブの良さを自分自身で見つけましょう。こ

の前、『自宅を売却してクルーズ船で生活を』と言う記事

を見つけました。シアトルのあるご夫婦の話です。元会計

士のご主人は計画と計算をして夢みたいな１歩を踏み出

した。早期退職して1日約5600円で食事付きの生活が出

来る。とても私には想像すらできないチャレンジです。 

さて、先週の日曜日はＲＹＬＡが開催されました。 

野添副会長、岩切洋委員長と九州電力から派遣頂いた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

若い社員さん２人と参加しました。後ほど報告がありま

す。8時間の長丁場でしたが、大変内容の充実したもので

した。本日ゲストの田嶋ガバナー補佐には当日は大変お

世話になりました。ありがとうございました。 

 今日の宮日に高鍋ロータリークラブカップ・ミニラグ

ビー大会の様子が掲載されました。2週連続で社会奉仕活

動、青少年奉仕活動が報道され地域社会の皆様にロータ

リークラブの活動の一旦をお知らせできたのではないで

しょうか。ありがたい事に「明倫賞」を受賞された明倫堂

文庫を学ぶ会の下川洋一会長かお礼のお便りが届いてお

ります（ご紹介）。 

素敵なピアノ演奏森さん、多賀和尚のソングリーダー、

川上幹事の綺麗な歌声がこの位置で聞けるのもあと 1 月

と思うと何か…きますね。 

テーブルには見たことのないヒマワリの花です。 

福岡君いつもありがとうございます。 

本日も素敵な1日でありますように。 

 

＜現次期合同理事会報告＞ 

1．新入会員候補者の件 

    後藤正弘様（株式会社後藤住宅設備） 

2．次年度クラブ会費の件 現状で承認 

3．事務局給与の件  現状で承認 

4．ウェルカムランチ＆コーヒーの件 現状で承認 

5．ピアノ演奏の件  演奏費の値上げ 承認 

 

国際ロータリー第2730地区 

区 

 

高鍋ロータリークラブ 

 

会報 

 

会 長 

 
副会長 

 

幹 事 

 
例会日  毎週木曜日  12：30～13：30 

例会場   ホテル泉屋  2 F 

 
事務所  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 

 

長 濵    博 

 

 

野 添  勝 久 

 川 上  幸 子 
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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』 

6月の月間テーマ  

「ロータリー親睦活動月間」 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．委員会報告  

９．点   鐘 

10．  

11．  

  

 

 

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   ＊ポリオBOX 

＊血圧測定      ＊RYLA研修生報告 

  ＊クラブ協議会（年間報告） 
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次週例会案内；6月 16日（第2209回） 

  ＊クラブ協議会（年間報告）後半 

  ＊次年度プログラム委員会 

第 2207回 例会内容（6/2） 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆幹事報告          幹事 川上 幸子 君 

＜文書案内＞ 

＊２０２３年メルボルン国際 

大会のご案内 

 

 

 

 

☆月初めのセレモニー  

結婚記念日おめでとうございます。 

石田君   緒方君   甲斐君   図師君 

 
 

 

☆今期（2021から 2022年度）を振り返って   

中部グループガバナー補佐 田島 直也 様 

皆さんこんにちは。 

5 月の地区大会も

終わり今期も 6 月ま

であと僅かとなり、私

のクラブ訪問も 4 回

目、最終回となりまし

た。今年度も一昨年か

らコロナウイルスが

猛威を振るいコロナ

に明け暮れた一年に

なってしまいました。このため、コロナ禍で例会そのもの

も開催できないことが多くのクラブでみられ出席率減

少・例会休会がみられましたが Web 等を活用して休会な

しが宮崎アカデミークラブ・宮崎東クラブ報告されまし

た。この中で特に、中部グループとして活動できたものに

ついて報告します。 

１. クラブ会長・幹事協議会の開催。 

本年度は特に従来行われていたグループ内の会長・幹

事に加え井福ガバナー・吉原地区幹事に秦パストガバ

ナーも加わって頂き、1回目は 2021年 6月 26日、2

回目は 2022年4月 9日の 2回の同上協議会を開催し

ました。1回目の目的は、各クラブの活動計画、夫々

各クラブの課題。ガバナーへの要望などを出して頂き、

2回目は今期のクラブ活動の課題、今後の問題点につ

いて報告して頂きました。 

２. IM（intercity-meeting）。 

2021年～2022年度の宮崎県中部グループのIM（都市

連合会）は2021年10月23日（土）『女子エンパワメ

ント』をテーマに宮崎シーガイアコンベンションセン

ターでホストクラブ宮崎中央 RC、コホストクラブ西

都 RC主催で行われました。基調講演は宮崎大学副学

長 伊達 紫（だてゆかり）氏、『個性は性差を超え

る』～ジェンダー平等とダイバーシティーがつなぐ未

来～を講演されました。次に、鹿児島県県議会議員 

  米丸 麻希子（よねまるまきこ）氏の講演でした。 

  『多様化する国際社会の中で、重要度が増す女性のエ 

ンパワメント育成課題について』を講演されました。 

そして、（有）ライフ・サポートチーム代表取締役 

黒木 陽子（くろきようこ）氏の『つながり豊かなロ 

ータリーでエンパワメント』を講演されました。 

  そして最後に、介護福祉士 安藤キムガンが『外国人 

から見た日本女性社会進出』を講演されました。 

大変貴重な講演となりました。参加人数はロータリ 

アン150名、その他一般参加数名頂き盛会でした。 

３．ロータリー奉仕デー「海岸美化清掃」。 

  今年度は2021年9月に計画されましたが、コロナ禍 

の為延期され、2022年3月6日に実施しました。 

  今回私たちは、宮崎県立青島亜熱帯植物園を取り巻 

く海岸一帯で宮崎県中部グループ10クラブ合同で 

（担当幹事：宮崎中央RC）燃やせるごみ・燃やせな 

いごみ・プラスチックごみでの収集を行いました。 

参加者は、ロータリアン103名・家族20名・事務局 

2名の合計125名でした。 

この時、特別参加で井福ガバナーご夫妻・塩月地区社 

会奉仕委員長も駆けつけて頂きました。 

 この一年間、コロナ禍の中多くのクラブで、クラブ奉仕 

会員増強等にご尽力されたことに敬意を表します。ご協

力いただき誠にありがとうございました。次年度が素晴

らしい年度になることを祈念し、私のガバナー補佐とし

ての挨拶とさせていただきます。 

 

☆ＲＹＬＡ参加報告   

青少年奉仕委員長 岩切 洋 君 

5月28日（土）地区のRYLA 

青少年指導者育成研修会が西都

市のホテルプリムローズにて開

催されました。地区での輪番制

で今年度は宮崎地区は中部グル

ープの西都RCがホスト、鹿児島

地区は鹿児島東西 RC がホスト

となり合同開催で、コロナ感染

症拡大防止の観点から人数を絞

り、通常2日間開催が1日型に集約され、井福ガバナーも

リモートで参加され、本日お見えの田島ガバナー補佐も

参加され9時の点鐘で開会しました。 

 当クラブからは長濵会長、野添副会長、岩切の3人で参

加。RYLA 研修生として九州電力の生野敦記君、増永尭大

君の参加を頂きました。中島所長ご協力誠にありがとう

ございました。当日の詳細については参加のお二人と、カ

ウンセラーとして参加されました長濱会長より報告を頂

きたいと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   
ゲスト 藤野能靖君     雑誌紹介 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＞ 

【田島直也ガバナー補佐】 

今期１年間のご協力・ 

ご支援に感謝申し上げ 

ます。ありがとうござ 

いました。 

【長濵 博君】いよいよ最終 

月となりました。本日 

はガバナー補佐をお迎 

えして最後のご指導を宜しくお願い致します。 

【野添勝久君】田島ガバナー補佐と藤野様を歓迎して。 

【橋口清和君】5/24に受験したバス事業更新許可法令試 

験に合格しました。そのため地区ゴルフコンペ・ 

地区大会を欠席して申し訳ございませんでした。 

【石田喜克君】結婚記念祝いに感謝申し上げます。 

【図師義孝君】結婚記念祝いのお返しとして。ありがと 

うございました。 

【藤本範行君】ガバナー補佐の田島様この一年ご指導を 

ありがとうございました。これから見習っていき 

ます。宜しくお願い致します。 

【坂田師通君】田島先生ようこそ高鍋クラブに。 

   一年間ガバナー補佐のお仕事お疲れ様でした。 

   お元気で益々のご活躍をお祈り申し上げます。 

 

 

         
 テーブルの花      本日の食事 

      ひまわり          ぐらんま亭 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

ソングリーダー多賀君 ＆ ピアノ演奏 森さん 

 

 

☆出席報告         出席委員長 河原 好秋 君 

 

出席状況（6/2） 

会  員  数 41 名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 85.00％ 

修正出席率  95.00％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 


