第 1668 回 平成 22 年 10 月 28 日プログラム
１． 点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー

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．米山月間卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

次週例会案内； 11 月 4 日（木）1669 回例会
・月初めのセレモニー
・米山ランチ BOX
・会員卓話（図師君、山口君） ・例会終了後理事会

・米山月間卓話
・100 万ドル BOX

第 1667 回

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
10 月の月間テーマ
職業奉仕月間・米山月間

例会内容

■会長の時間
会長 岡島 達雄 君
俳句と川柳
先月の観月会では、文人
の楽しみを味わわれたと聞
く。参加できなかった悔し
さを胸に、今日は俳句と川
柳のお話をさせていただく。
「ロータリーの友」10 月号俳壇のトップは
朝露を ぬぐえば光る 茄子の紺
千葉野田クラブ 高梨昇一郎
俳句と川柳の違いは季語の有り無し。辞書によると
季語とは、季節を示すために俳句や連歌に読み込むよ
うに定められた語句とある。この句で言えば「露」か
「茄子」であろうか。歳時記によると「露」は秋、
「茄
子」は夏。
「秋なす」なら秋。いずれにしろ、このまま
では季語が重なってしまう。俳諧にお詳しい方教えて
ください。
さて、季語をあつめたものが「歳時記」である。
今日はこの中から住まいの保全に関する語句を見て
みよう。
春
炉を塞ぐ 北窓を開く 目貼剝ぐ
夏
簾 日覆 井浚え 風鈴 打水
秋
秋蚊帳 障子洗う 障子張る
冬
畳替 煤払い 隙間貼る 炉開き

歳時記には、高気密高断熱、換気装置、空調、上下水
道などが無い時代の、先人たちの知恵が隠されている。
厳しい環境に Active 立ち向かうのか、Passive に受け
て調整するのかの現代の環境設備工学に必要な格好の知
恵がここに隠されている。風鈴の音色を聞いても物理的
な温度は変わらない。ただ体感温度が相当変わることは
証明されている。
「ロータリーの友」今月号柳壇には、2 つのロータリー
句がある。
思い出に 残る点鐘 あと一つ
埼玉吉川クラブ 長谷川吉昭
ロータリー 心地のよさに もう一年
宮城白石クラブ 後藤正太郎
■幹事報告
幹事 武末喜久治君
＊11 月のロータリーレート
1 ドル＝82 円
＊児湯准看護学校の戴帽式の
ご案内（48 期生 21 名）
日時 平成 22 年 11 月 12 日
場所 児湯准看護学校
＊2770 地区「未来の夢計画」ハンドブック注文案内
＊奄美地方豪雨災害義援金のお願いについて
＊ICU 東ヶ崎潔記念ダイアログハウスご献金のお願い
＊2010-2011 年度宮崎県 IM 開催のご案内
日時 平成 23 年 2 月 13 日（日）10：00～14：30
場所 串間市文化会館

■委員会報告
国際奉仕委員長 桑野倫夫君
みなさんこんにちは、
国際奉仕委員会の桑野
からの報告です！
今回ドイツから 6 名の
GSE の方が宮崎に来られ、
さっそく 19 日（火曜日）に
（西都、佐土原、高鍋）の 3 クラブ合同にて 1 日だけ
接待をしました。
午前中は佐土原の松鶴館、西都の資料館の見学をし
てもらい、石河内のそば道場にて GSE メンバーを交え
昼食をしました。
その後、黒木本店の石河内の焼酎工場を見学しまし
た。今回は鹿児島から来られたので、鹿児島でも焼酎
工場の見学をしたみたいで 3 工場目だといわれました。
（また焼酎工場見学かという感じでした）
その後、高鍋の舞鶴公園内の萬歳亭にて高鍋クラブ
の黒木会員のお母様に無理にお願いし、GSE の皆さん
に茶道の体験をしてもらいました。メンバーの皆さん
は少しお疲れのようでしたので、早めに西都クラブが
準備したマイクロバスにて宮崎のホームステイ先のお
宅へ帰られました。
お手伝い下さった 3 クラブの会員のみなさま大変お
疲れ様でした。
いよいよGSE の6 名のメンバーが23 日に帰国される
ということで、22 日の夜に宮崎市内の二ユーウエルシ
テー宮崎にて、中部分区 9 クラブ合同による送別会が
開催され、無事に宮崎空港から帰国の地へ旅立たれま
したのでみなさまへご報告しました

◆出席報告
出席状況
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回の修正出席率
◆ＢＯＸ披露

向山健一君
40
33
82.50
90.00

人
人
％
％

親睦活動委員 鍋倉春代君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

＊茂木 晃君 夜間大学お疲
れ様です。
＊藤本範行君 今夜の夜間大
学に残念ながら出席で
きなくなりました。
素晴らしい学習会になりますように願います。
＊川畑博文君 結婚記念祝いのお返しとして。
◆クラブフォーラム（長期計画について）
長期計画委員長 尾﨑敏弘君
高鍋ロータリークラブ
2011～2016 年長期計画の最
終案がまとまりましたので配
布資料により説明致します。
皆様方のご意見をお願い致
します。
本日の意見を参考にして修正し、理事会で審議して
いただき、長期計画委員会の答申といたす予定です。
◆11 月の例会案内
11 月 4 日 （第 1669 回）米山ランチ BOX、
月初めのセレモニー、
会員卓話（図師君・山口君）
、終了後理事会
11 月 11 日（第 1670 回）血圧測定
財団月間卓話、終了後プログラム委員会
11 月 18 日（第 1671 回）100 万ドル BOX
外部卓話―久保昌也様
11 月 25 日（第 1672 回）夜間例会＆歓迎会
米沢上杉ロータリークラブ来訪
◆夜間大学（10 月 21 日開催・於；ホテル四季亭）

