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平成 22 年 7 月 15 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．各委員会報告
９．クラブ協議会
・年間活動計画
10．次週例会案内
11．点 鐘

＊本日は、例会終了後プログラム委員会です。
各委員長さんは出席をお願いします。

第 1654 回
■会長の時間

例会内容

会長 岡島達雄君
奉仕の理想
我々のよく歌う｢奉仕の理想｣
は、
「ロータリーソング集」
では、
次のようになっています。
奉仕の理想に集いし友よ
御国に捧げん我等の生業
望むは世界の久遠の平和
めぐる歯車いや輝きて
永久に栄えよ
我等のロータリー ロータリー
前田和一郎（京都ＲＣ）作詩、萩原英一（東京ＲＣ）
作曲で、１９３５年２月「我等の生業」ほか２曲とと
もに選ばれ、同年５月京都朝日会館で開催された第７
回地区大会で、新作の日本語ロータリーソングとして
発表されたものです。
この歌詞は、ロータリーの綱領の「前文 有益な事
業の基礎として奉仕の理想を鼓吹し」と「第 4 奉仕の
理想に結ばれた、事業と専門領域に携わる人の世界的
親交によって、国際間の理解と親善と平和を推進する
こと」をよく反映しています。
ところが原歌は、
「御国に捧げん我等の生業」でなく
「世界に捧げん我等の生業」であり、確かに戦前はそ
のように歌っていたようです。ではなぜ。軍の力が強
くなり、敵性文化であるロータリーを廃止せよ、との
空気が強くなってきたとき、ロータリーが生き延びる
手段として、
例会で歌う歌詞の一部を
「御国に捧げん」

２７３０地区ガバナー
伊藤 学而
中部分区ガバナー補佐
岩切
昇
２７３０地区テーマ
クラブを活性化し、地域と時代の要請に応えよう
高鍋ロータリークラブテーマ
品位のある楽しいクラブを実現し、社会の要求に
こたえよう
７月の月間テーマ
＊次週例会案内（7 月 22 日）
岩切昇ガバナー補佐来訪
公式訪問前のクラブ協議会（30 分位例会延長あり）
と変えたり、国歌「君が代」を歌うようになったのだそう
です。
高鍋クラブは、２０００年当時の安満ガバナーが公式訪
問され上記の話をされて以来、歌詞を「世界に捧げん」と
元に戻して歌い続け今日に至っています。２０００年当時
の「ロータリーの友」を振り返ると、複数地区のガバナー
アドレスでのこの歌詞変更についての意見記事が頻繁に見
られます。愚行しますと、ガバナーエレクト研修会などで
このテーマについて言及されたのではないでしょうか。
我々が「御国に捧げん」と歌う時には、この史実をシッ
カと胸に刻んで歌うべしと。
ところで、ロータリーの公式ソングをご存じですか・ベ
ートーベン作曲、マーチ編曲「Egmont 序曲」
、1999 年 11
月の RI 理事会で決定されたそうです。
ご意見ございましたらお聞かせください。
■幹事報告

幹事 武末喜久治君
＜文書案内＞
＊2010-2011 年度 GSE 募集について
派遣先 ドイツ・フランクフルト地区
派遣期間 2011.5.28～6.26
＊“米山功労クラブ”表彰案内（5 回目累計 5,271,405 円）
＊2010-2011 年度第 1 回地区会員増強セミナー開催の件
日時 平成 22 年 7 月 25 日（日）13：30～15：20
場所 アーバンポートホテル鹿児島
＊クラブ奉仕・R 情報・広報雑誌 IT・親睦委員長会議
日時 平成 22 年 8 月 7 日（土）13：30～16：00
場所 ニューウェルシティー宮崎

＊宮崎県中部分区会長幹事会開催について
日時 平成 22 年 8 月 19 日（木）18：30～
場所 ベルエポック・カフェ 山形屋１階
＊ロータリー文庫よりホームページリンクのお願い
◆出席報告
出席委員長
図師義孝君
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホームクラブ出席率
前々回の修正出席率

（単位：人、％）
40
39
92.50
95.00

◆クラブ協議会―年間活動計画
○クラブ奉仕委員会
委員長 中武泰一郎君
クラブ奉仕委員長という、重要
な役割を担うことになりました。
幸い、平山パスト会長・福本前幹
事という心強いパートナーに恵ま
れましたので、お二人にご指導・ご鞭撻をいただきな
がら委員会活動に取り組んで行きたいと思っておりま
す。具体的には、岡島会長が掲げられました
①品位と規律のある楽しいクラブ
②クラブの研修に努める
③クラブ資源の活用とクラブの存在感を高める。
の重点目標に沿いながら、クラブ奉仕委員会傘下の８
委員会とも密に連携を図りながら、クラブ運営の活性
化と楽しい例会作りに努力していきたいと思っており
ます。一年間、宜しくお願いいたします。
○ロータリー情報委員会
委員長 田中晴敏君
ロータリー情報委員会は地区で
は、前年度からクラブ管理部門の
中に情報－研修小委員会として設
置されています。ロータリーの慣
例では、三年委員会と言われ高鍋クラブでは今までロ
ータリーに精通したベテランが努められています。先
達に恥じないよう頑張りたいと思います。今年度は、
職業奉仕委員会と連携をとりながら、活動方針、活動
計画に則り炉辺会合（家庭集会）
、新入会員研修をはじ
め会員の皆様にロータリーがより一層ご理解して頂け
るように情報を提供したいと思います。
○広報・雑誌ＩＴ委員会
委員長 日髙 茂君
今年度の広報･雑誌・ＩＴ委員会
は副会長に関正夫君、委員に山口
順一君の３名で担当いたします。
今後一年間両名からご指導と助
言を頂くことになっているので、楽しい運営が出来る
ものと思っています。

広報･雑誌は昨年と同様です、
ＩＴはホームページを活用
した会員の意見交換の場を目指していきます。
○クラブ会報委員会

委員長 左達香都理君
佐々木さんと二人です。会報をイン
ターネットに載せるという事で、イン
ターネット委員会から 1 枚にまとめて
くれとのことで、ちょっと見づらいで
すがこうなりました。インターネットの日高さんが表紙か
ら全部作ってもらったのであとは財津さんに頼っての作成
になると思います。1 枚ということで載せられない事もあ
るかと思いますが、空きがある場合に今年も好きな言葉、
一文字など載せていきたいと思います。
○会員選考委員会

委員長 茂木 晃君
会員増強・分類委員会と密に連絡を
とり、推薦者の推薦理由を基に、被推
薦者の的確性を速やかに検討する。
被推薦者の以下の調査・検討する。
・健康で例会に出席可能な人
・奉仕活動に理解と熱意のある人
・会員と協調できる人格円満な人
・職業上、信頼度の高い人

○会員増強・選考委員会
委員長 黒木敏之君
会員拡大増強意識を会員全員に啓
蒙する。
新入会員候補者を発掘する。
新入会員候補者と積極的にコミュ
ニケーションをとり入会活動をする。
長期欠席者との友愛コミュニケーションを図り退会を防
止する。新入会員入会後のフォローアップ活動を行う。
会員分類上の問題点を解決する。ロータリークラブの存
在意義を再確認する。明るく楽しく充実した例会づくりへ
の協力を実践する。地区開催の拡大増強委員会、会員増強
セミナーへ参加する。その他、目標達成のためにあらゆる
活動を実行する。
◆ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ披露
新睦活動委員
河野浩二君
茂木 晃君 喜寿祝いのお礼。
黒木敏之君 ７月４日（日）早朝のビーチクリーン活動へ
多くの方のご参加ご協力をいただき、誠にありがとう
ございました。
石田喜克君 100％出席賞のお返しとして。
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