
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆会長の時間         会長 長濵  博 君 

皆様こんにちは。いよいよ

本日最後の例会となりまし

た。思い起こせば、昨年7月

1 日(木)～6 月 30 日(木)ま

で 365 日の最初と最後まで

例会を担当する年度があっ

たでしょうか。コロナ禍では

ありましたが 100%完全燃焼

させて頂きました。20 年間

在籍した区切りの年に会長

を拝命しこの上ない幸せでございます。最後の会長の時

間、話題に悩みましたが 20 年前自分は何をしていたか、

なぜ町長選挙に出て負けたか？みたいな話もいいかなと

思いました。入会したころ、町議会議員と弁当屋と社員食

堂と印刷企画の会社をしておりました。仕事の関係で保

障被りとなり、返済のため一人 3 役 4 役やらなければな

らない状況でした。自己破産も考えましたが、「逃げる

な！」「お前の後ろに俺がいる」黒木敏之さんのその一言

で頑張ることができました。完済に 11 年かかりました。 

黒木本店の印刷の仕事を任せてくださり、時にこの本 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

いいよ、このセミナーに行くかとアドバイス。ロータリー

クラブにも紹介して頂きました。 

本当に今があるのは敏之さんのおかげです。 

さて、町議時代のチャレンジは、新富町にあって他には

ないもの探し。それを1番に活かすことでした。それが新

田原基地です。地方自治体は3割自治と言われ、自主財源

に乏しく、7割が依存財源です。基地があることで、基地

交付金や補助メニューがふんだんにあります。丁度議長

に選出され米軍再編による交付金が時限立法で終わる時

でした。延長要求する為に全国の基地を抱える 6 基地の

協議会を立ち上げる活動を始めました。続きはまたの機

会にお話しいたします。 

本日は台湾から岩切まなつ様が夏休みを利用して帰国

され近況報告してくれます。 

それでは今日も素敵な1日でありますように。 
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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』 

7月の月間テーマ  

「親睦活動月間」 

 

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露  

９．委員会報告 

10．三役就任挨拶 

11．点   鐘   

  

 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング 

  君が代・奉仕の理想 

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 ＜2022-23年度初例会＞ 

 ＊三役就任挨拶   ＊前年度会長幹事へお礼 

 ＊前年度 100％出席表彰  ＊新入会員入会式 

＊月初めのセレモニー    ＊雑誌紹介    

＊米山ランチBOX     ＊例会終了後理事開催 
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次週例会案内；７月14日（第 2213回） 

  ＊血圧測定 

＊公式訪問前のクラブ協議会 

 ＊ポリオ BOX 

第 2211回 例会内容（6/30） 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆退任挨拶          会長 長濵  博 君 

1年間本当にありがとうございました。 

ＳＡＡの皆様には食事の改善に取り組んで頂きました。 

茂木先生の血圧測定時には会員の皆様への声掛けをお

願いしご高齢の会員への配慮や外部からのお客様へのエ

スコート。出席委員長とは何度も電話打ち合わせが続き

ました。プログラムを充実させるために多忙な緒方委員

長とはメールでやり取りを繰り返しました。3 大奉仕は、

明倫賞の授与、ＲＹＬＡへの参加、公園清掃も完璧でした。

年度事業として、藤本先生が「塩月桃甫の映写会」を実施

して頂きました。研修においても坂田先生、岡島先生から

アドバイスを頂き、親睦委員会では新入会員の岩切さん

甲斐さんのパフォーマンスを見せていただき、しっかり

溶け込んで頂きました。最終月に後藤さんに入会頂き3名

の純増でした。福岡委員長の獅子奮迅の活躍に感謝して

おります。事務局財津さん、ピアノ演奏の森さんありがと

うございました。野添副会長、岩切副幹事に支えて頂き仲

良く懇親も深めて頂きました。最後に最愛のパートナー

川上幹事には心から感謝しております。当クラブの重鎮

であった島子先輩の DNA を受け継ぎ、クラブ初の女性幹

事、女子のエンパワーメントの実践者です。とにかく【華】

がある。どこに行っても鼻高々でした。言葉足りませんが

会員の皆様に心から感謝申し上げます。ありがとうござ

いました。 

 

☆退任挨拶           副会長 野添 勝久 君 

私は何にもしていません。 

多分 2 年間前の席に座らせ

てもらっています。今年は会

長エレクトを承諾したので分

りますが 2 年前は何だったの

かな？その時に気付けば良か

ったのだけど「嵌められたの

ですよ！」ただ毎週火曜日 11

時30分より、リモートによる事前打ち合わせ会議が懐か

しく思えます。 

何もしなかったけど１年間有難うございました。 

 

☆幹事報告＜文書案内＞    幹事 川上 幸子 君 

＊2023-24年度ガバナー決定 

 池ノ上 克（宮崎RC） 

＊2021-22年度ガバナー事務 

 所閉鎖のお知らせ 

＊ガバナー事務所・ガバナー 

 エレクト事務所開設案内 

＊高鍋町社会福祉協議会 

「まちなかコラボ」より食材 

 提供・協賛のお願い 

☆退任挨拶          幹事 川上 幸子 君 

不慣れで行き届かない点も多かったと思いますが皆様 

のサポートで無事に終える事に感謝致します。 

 一年間大変お世話になりありがとうございました。 

☆帰国挨拶        2019-2020青少年交換学生 

                 岩切 まなつ さん 

大家好！ 

みなさんこんにちは！本日

は高鍋ロータリークラブの例

会にお招きいただきありがと

うございます！ 

私は現在、台湾の大学に在学

していて、夏休みのため一時帰

国でこちらの方に帰って来て

います。約2年前にロータリー

クラブの青少年交換留学制度を使わせていただき、台湾

の方に留学をいたしました。その時と今を比べると、変化

は少なからずあると思います。でも、台湾にいて思うのは、

日本の良さ、そして家族の温かさです。 

交換留学の際の第一ホストファミリーは今でも連絡を

よくしていて、冬休みの際はそこで過ごしました。旧正月

の際も一緒に過ごさせていただきました。本当に私のこ

とを家族の一員のように接してくれて、また、ロータリー

クラブの方で、よく気遣ってくださる方もいるので、家族

が近くにいない分、このように頼れる大人がいるという

ことが本当に心強く思います。このような方々に出会え

たのは青少年交換留学のおかげです。このような貴重な

体験をさせていただき、ありがとうございました！ 

我很高興我有了寶貴的經驗! 

謝謝大家 

 

  

 

 

  
ソングリーダー多賀君    ピアノ演奏 森さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆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】１年間お世話に 

なりました。岩切まなつ 

さんお帰りなさい。 

【川上幸子君】今日で幹事の 

仕事も最後となりました。 

不慣れで行き届かない点も 

多かったと思いますが皆様 

（先輩方）のサポートで無事 

に終える事に感謝致します。長濵会長とのコンビは 

如何でしたでしょうか？とても楽しかったです。 

ありがとうございました。 

【野添勝久君】長濵会長、川上幹事１年間ご苦労様でし 

た。次年度の助言・ホローをお願い致します。 

【茂木晃君】長濵年度皆様お疲れ様でした。 

【黒木敏之君】長濵会長、素晴らしいリーダーシップお 

見事でした。お疲れ様でした。そしてありがとうご 

ざいました。 

【平山英俊君】会長の弁舌に引っ張られて、出席良し、 

活動良し、成果の大きい一年でした。全ロータリア 

ンに感謝。そして財津さん、森さんに感謝！ 

【福岡直樹君】まなつちゃんお帰りなさい。 

  長濵会長、川上幹事お疲れ様でした。 

【桑野倫夫君】いよいよ今日までですね。長濵会長、川 

上幹事素晴らしいコンビであっという間の１年間お 

疲れ様でした。 

【図師義孝君】長濵会長、川上幹事一年間お疲れ様でし 

た。ありがとうございました。 

【長谷川修身君】長濵会長一年間ご苦労様でした。色  々

なことをご指示頂きありがとうございました。後藤 

正弘君入会おめでとうございます。一緒にロータリ 

ーを勉強して人生を豊かにしていきましょう。 

【藤本範行君】長濵会長、野添副会長、川上幹事、各役 

員の皆様楽しい例会と意義あるクラブ活動をありが 

とうございました。素晴らしい一年間でした。感謝 

【坂田師通君】ワクワクする一年でしたね。 

長濵会長、川上幹事ありがとうございました。 

【多賀学昭君】長濵会長一年間お世話になりました。 

感謝を込めてお寺のお世話を宜しくお願いします。 

【関康仁君】会員増強は力不足にて申し訳ございません

でした。一年間ありがとうございました。 

【後藤正弘君】6/23入会させていただき誠に有難うござ 

いました。日々精進し頑張って会に尽くします。 

 

 

☆出席報告         出席委員長 河原 好秋 君 

 

出席状況（6/30）     

会  員  数 42 名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 88.10％ 

修正出席率    ％ 

 

 

 

   
アンケートのお願い     新入会員挨拶 

藤本範行君        後藤正弘君 

 

    

 次年度初例会案内    今年度最後の点鐘 

次年度幹事 石田喜克君      長濵 博会長 

 

   

長濱会長＆川上幹事一年間お疲れ様でした 

大変素晴らしいコンビでした 

 

    

本日の食事         テーブルの花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


