第 1663 回 平成 22 年 9 月 16 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．次週例会案内
10．点 鐘
＊夜間例会

本日のゲスト；高鍋ローターアクトクラブ
・観月会＝親睦活動担当

第 1662 回

例会内容

■会長の時間
会長 岡島達雄君
SEPTEMBER
｢友｣ 9 月号の縦書き
12 ページ「俳壇」に
「新涼の そろそろ
うすれゆく時か」
柳井 RC 山中たつ郎
選者の評に、立秋を過
ぎて、朝方に感じる涼しさが新涼。その新涼がうすれ
てゆくとは、一日中涼しくなってきたということだろ
う。時期でいえば 8 月の終わりごろ。とはいえ、まだ
まだ暑い日が続いている。9 月は旧暦では、長月と言
った。新暦になってもその呼称が継承された。長月の
由来には諸説ある。たとえば、夜長月から来たとか長
雨の時期だからという説もある。
英語では September である。
英語の辞書によると、
一年の第 9 番目の月とあり、かっこ書きでラテン語の
第 7 番目の月と書いてある。確かにラテン系のフラン
ス語でも、
９月はSeptembre であるが 7 はSept, 7
番目は Septieme である。調べてみると、ラテン語で 7
番目はセプテム, 8 番目から10 番目までオクトベル、
ノウエンベル、デケンベルと続く。つまり現在の暦と
は 2 カ月のずれがある。
ローマの初代ロムルス王は、1 年 10 カ月 304 日の暦

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
9 月の月間テーマ
新世代のための月間
次週例会案内； 9 月 30 日（木）1664 回例会
・外部卓話―岩村哲雄様
・100 万ドルランチ BOX
を作った。ロムルス暦では 1 月から 6 月まではギリシャ
の神の名前を充て、7 月セプテンバーから 10 月デセンバ
ーまでは序数を充てた。実用的現実的でなかったので 2
代目のヌマ王は、月の満ち欠けに基づいた 1 年 354 日の
暦を作り、11 月、12 月を新設し、ヤヌアリウス、フェブ
ルアリウスの 2 神の名をつけた。その後太陽暦に代わり
現在の暦に替わる過程で、この追加したヤヌアリウスが
1 月になり（英語では January ）
、フェブリアリウスが 2
月（英語では February）となったという。
高鍋自慢の一つにカキ料理がある。西洋では、Ｒのつ
かない月はカキを食べるな、
という。
Ｒのつかないのは、
5 月から 8 月。産卵期の夏季には牡蠣食うな、というこ
とである。
今は、夏（季）が旬の「岩牡蠣」とか「牡蠣小町」と
いうのがあるらしい。高鍋ではどうかな。
■幹事報告
＜文書案内＞
＊月信９月号の訂正とお詫び
＊地区ローターアクト委員長
およびローターアクト地区
代表よりごあいさつ
＊地区社会奉仕委員長セミナ
ーの参考資料提供のお願い

幹事 武末喜久治君

◆出席報告
ゲスト 初鹿野 聡様
鍋倉貴博君 （RA）
出席状況
（単位：人、％）
会
員
数
40
出 席 会 員 数
31
ホーム出席率
77.50
前々回修正出席率
95.12

福本幸良君

◆親睦活動委員会―ＢＯＸ披露

橋口清和君

ローターアクトクラブ

鍋倉貴博君
高鍋大師の清掃風景

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

＊岡島達雄君 初鹿野 聡様
の卓話を楽しみにして
います。 鍋倉隆博君
アクトを宜しくお願い
します。
＊田中晴敏君 誕生日祝いのお返しとして。ありが
とうございました。
＊石田喜克君 初鹿野様をお迎えして。先週の黒岩
正春先生の卓話、お疲れ様。ありがとうござ
いました。感謝
◆グランドゴルフ参加のお願い
地域交流の行事として、第
２回目のグランドゴルフを開
催します（理事会承認済）
日時 平成 22 年 10 月 14 日
9：00～11：00
場所 蚊口浜グランドゴルフ場
対象相手 平成グランドチーム

平山英俊君

◆高鍋大師清掃協力のお願いとお礼
日時 平成 22 年 9 月 12 日（日）8：30～
場所 高鍋大師
先日は暑い中、清掃活動に参加いただきありがと
うございました。皆さんのご協力によりスムーズに
清掃活動を終えることができました。
清掃に参加したアクトの会員は、三原会長、鍋倉
幹事、田中会計。 その他手伝ってくれた翠さん、
里美さん、ユキエさん、ケイタさん。ロータリーク
ラブの会員の方も８名参加していただきました。
15 名の方と暑い中、皆で頑張って高鍋大使の清掃
活動をしました。そのおかげで、高鍋大師の周りを
大変きれいにすることができたのでよかったと思
います。
これからもローターアクトとして、色々な活動を
して皆様方にご迷惑をかけると思いますが、ご協力
の方をよろしくお願いします。（2010．9．15 鍋倉）

■外部卓話
『くらしから考える』

NPO 法人ハートム
代表 初鹿野 聡様

「地域を元気に！」
みんなで力を合わせて
地域づくりを一緒に考え
ましょう！
わたしたちが生きるま
ちでみんなが幸せに暮ら
せるように。
子どもたちに“確かな未来” を手渡せるように。
◆地区ロータリー小委員会副委員長委託状交付
岡島会長より田中晴敏君へ

◆10 月のプログラム
10 月 ７日 （第 1665 回）米山ランチ BOX
月初めのセレモニー・新入会員卓話
終了後理事会
10 月 14 日（第 1666 回）血圧測定
地区大会報告、終了後プログラム委員会
10 月 21 日（第 1667 回）長期計画について
10 月 28 日（第 1668 回）米山卓話・100 万ドル
◆地区大会のご案内
日時 平成 22 年 10 月 9～10 日
場所 鹿児島市民文化ホール
9 日 本会議
12：05～15：45
記念講演 16：00～17：00
茂木健一郎氏「脳と日本の元気」
10 日 本会議
9：00～11：30
フェアウェルパーティー
11：30～13：00

