
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☐就任挨拶＆会長の時間   会長 野添 勝久 君 

皆さんこんにちは。 

入会 11 年目にして 2022

年７月～2023年6月の高鍋

ロータリークラブ第４７代

目会長に就任することとな

りました。私の中で最も苦

手な分野ですが、役が人を

創ると言います。先輩方々

のご指導を仰ぎながら、楽

しいクラブ運営を頑張りた

いと思います。どうぞ宜しくお願い致します。 

ＲＩ会長テーマの「イマジンロータリー」と、2730 地

区スローガンの「知力を高め未来に繋げ 多様性あるロ

ータリークラブの実現に」を基本方針に、高鍋ロータリー

クラブテーマを「無理なく、居心地の良い楽しいクラブに」 

と致しました。誰もが毎週木曜日の例会を待ち遠しいと

思えるような、理想的なクラブ運営の達成に会員皆さま

方のご協力を頂きながら推し進めて参りたいと思ってお

ります。役員・理事・委員会構成はお手元の資料の通りで、

最強の布陣と致しました。 

どうぞこの1年間宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

引き続き、会長の時間に入らせていただきます。 

本日７月７日小暑です、１年を 24 等分して 11 番目の

日でどんどん暑くなるらしいけど、そんなレベルではな

くいきなり暑いです、また今日は 5 節句のうちの七夕で

す。舞台は天の川銀河ですが、いくつかの諸説がございま

す。その中でも有名な伝説を2つほどご紹介致します。 

まず、七夕は英語で天の川を「Milky Way Galaxy」と

表現されます。その由来は、ギリシャ神話からによるもの

で、神・ゼウスが、生まれたばかりの息子・ヘラクレス（後

の英雄）を不死身にするべく、女神ヘラ（ゼウスの正妻で

ヘラクレスの義母）の寝ている間に母乳を飲ませたとこ

ろ、起きてしまったヘラが驚いてヘラクレスを突き放し

た際に、母乳がほとばしって天にミルクの川が作られた

という伝説。 

そして、もう一つ。我々に馴染みのある七夕は、悔しい

けど中国伝来の（星伝説）織姫と彦星の七夕伝説からきて

おります。天の川の西岸に住む機織りの名手・織姫と、東

岸に住む働き者の牛使い・彦星が、織姫の父親である天帝

のすすめで結婚しました。しかし、二人は仲睦まじくする

ばかりで全く仕事をしなくなってしまいました。これに

怒った天帝が、天の川を隔ててふたりを離れ離れにしま

した。ところが、今度は悲しみに明け暮れるばかりで働か

なくなってしまいました。そこで、仕事に励むことを条件

に七夕の夜に限って再会することが許され、七夕になる

と天帝の命を受けたカササギの翼に乗って天の川を渡り、
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第 2213 回 令和 4 年 7 月 14 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

高鍋ロータリークラブテーマ 

『無理なく、居心地の良い楽しいクラブに』 

第2730地区ガバナー      山ノ内 文 治 

中部グループガバナー補佐    藤  本 範 行 

RI会長テーマ 『想像してください。 

私たちがベストを尽くせる世界を。』 

第2730地区テーマ 『知力を高め 未来に繋げ 

多様性あるロータリークラブの実現に』 

7月の月間テーマ  

 

 

７．ＢＯＸ披露  

８．委員会報告  

９．クラブ協議会 

10．点   鐘  

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  

 ＊血圧測定 

＊公式訪問前のクラブ協議会 

 ＊ポリオ BOX 
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次週例会案内；７月21日（第 2214回） 

  ＊クラブ協議会 

  ＊ポリオBOX 

  ＊例会終了後プログラム委員会 

第 2212回 例会内容（7/7） 

 
 

 

 

 

 

 

 



年に一度、再会するようになったという伝説です。 

最近では、天の川銀河の直径が10万光年とか、天の川

銀河のブラックホールの撮影に成功したなど、太陽以上

の恒星が何億個、銀河団に銀河が何兆個等気の遠くなる

ような大変興味深い観測や研究発表がされています。現

在の我々には想像もつかない未知の世界がとても面白い

ですね。取敢えず、七夕伝説に因んだ話題で本日の会長の

時間の練習をさせて頂きました。 

本日もロータリーをどうぞ楽しんでください。 

 

☐就任挨拶 

   

中部グループガバナー補佐  副会長（会長エレクト） 

   藤本 範行 君      中武 功見 君 

 

☐幹事就任挨拶       幹事 石田 喜克 君 

野添年度の幹事に就任さ

せて頂きました。2 回目の幹

事ですので、会の運営がスム

ーズに進むように細心の注

意を払って、前へ進む所存で

ございます。 

1回目の幹事は、黒木年度

で入会後2年目に拝命し何

もわからない状況で失敗が

多かったと思います。あれから20年近くの時を刻み、

高鍋ロータリークラブも大きな変化が見られます。環境

変化の中で、自分の名札の番号が16番に置いてある事

に例会会場に行くと痛感させられます。60歳代のパワー

をフル稼働して、野添会長のサポート役と会員の皆様に

ご迷惑をお掛けしないように頑張っていく所存でござい

ます。エンジョイ・ロータリークラブを目指します。宜

しくお願い申し上げます。 

 

☐幹事報告＜文書案内＞  

＊地区広報・公共イメージ部門クラブ委員長会議案内 

 ＜ZOOM参加可能＞ 

 日時 2022年7月24日（日）13：00～16：00 

＊中部グループ会長幹事会のご案内 

 日時 2022年8月8日（月）18：30～ 

 場所 宮崎観光ホテル 山吹  会費 7,000円 

＊地区会員増強セミナー開催案内 

 日時 2022年8月20日（土）13：00～16：30 

場所 メインホテル5F    会費 1,000円 

＜理事会報告 7.7＞ 

1.人頭分担金の件 7/1現在会員数 41名  承認 

2.委員会構成表・年間プログラム案・会計予算案 承認 

3.メークアップの件   １年間年度内で承認 

 

☐前年度会長へお礼     

   一年間お疲れ様でした。直前会長 長濵 博君 

   
 

☐前年度出席100％表彰式  ～ 26名 

 

 

 

☐地区ガバナーより委嘱状授与式  藤本 範行 君 

     

 

☐新入会員入会式 

入会おめでとう！  児玉幸則君  

      

 
 

 

 

 

 

 

 



☐月初めのセレモニー  誕生日おめでとう！ 

吉田君  向山君  岩村君  茂木君 

  

 結婚記念日おめでとう！ 

  岩切一浩君  

  

 

☐BOX 披露   親睦活動委員長 桑野 倫夫 君 

＜ニコニコ・財団・米山BOX＞ 

【野添勝久君】長濵会長、川上 

  幹事１年間ご苦労様でし 

た。本日から１年間頑張り 

ます。ご指導ご鞭撻の程宜 

しくお願い致します 

【石田喜克君】２回目の幹事を 

拝命致しました。頑張って 

野添会長をサポートさせて頂きます。 

【中武功見君】長濱直前会長お疲れ様でした。何もわか 

らない副会長ですがご指導の程よろしくお願い致し 

ます。 

【向山健一君】野添年度を迎えて。出席100％のお礼。 

誕生日お祝いのお礼。 

【茂木晃君】誕生日祝いと出席100％表彰のお礼。 

【橋口清和君】野添丸の船出を祝福して。一年間宜しく 

お願いします。100％出席表彰のお礼として。2年目 

のSAAとして頑張って参ります。 

【井上博功君】野添年度のスタートを祝して‼ １年間 

宜しくお願いします。石田幹事のサポートも宜しく 

お願いします。 

【桑野倫夫君】野添会長、石田幹事１年間頑張って下さ 

  い。児玉幸則さん入会おめでとうございます。 

【岩村文夫君】ありがとう。一里塚の数が減っていくば 

かりです。 

【図師義孝君】野添会長、石田幹事の船出をお祝いして 

一年間宜しくお願いします。 

【岩切洋君】先週の例会では娘が大変お世話になりまし 

た。長濵会長、川上幹事一年間お疲れ様でした。 

そして野添会長、石田幹事一年間宜しくお願い致し 

ます。 

【岡島達雄君】一年間宜しくお願いします。野添・石田 

年度の盛会を期待しています。 

【長谷川修身君】野添会長、石田幹事、中武会長エレク 

ト一年間宜しくお願いします。「無理なく居心地の 

良い楽しいクラブに」を楽しみにしています。 

【藤本範行君】野添丸の新しい船出を大いに期待してい 

ます。ベテラン石田幹事！しっかり支えて下さい。 

楽しい一年にしましょう。 

【長濵博君】皆様に心から感謝申し上げます。お世話に 

なりました。本日から野添年度です。応援していま 

す。頑張って下さいませ。 

【坂田師通君】野添年度のキックオフを心からお祝い申 

し上げます。 

【多賀学昭君】野添会長のご就任をお祝いします。宜し 

くお願いします。長濵前会長ご苦労様でした。 

【青木善明君】野添新年度のスタートを祝して。ピアノ

演奏は毎週「イマジン」を聴きたいですね。長濵年

度大変お疲れ様でした。今日は七夕です。 

「星に願いを？」 

【後藤正弘君】前会長・幹事ご苦労様でした。新たに就 

任された野添会長・石田幹事おめでとうございま 

す。これからもどうぞ宜しくお願い申し上げます。 

【児玉幸則君】入会を認めていただきありがとうござい 

ます。多方面でご教授頂ければと思っております。 

 

☆出席報告        出席委員長 長野 孝吉 君 

 

出席状況（7/7） 

会  員  数 42 名 

出 席 会 員 数 39名 

ホーム出席率 95.12％ 

修正出席率    ％ 

 

 

   

ソングリーダー多賀君    ピアノ演奏 森さん 

 

   
本日の食事 ぐらんま亭   長谷川会員より笹団子 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

祝米寿 

   岩村文夫君 

 

 

 

 

 


