
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 中武泰一郎君 

今年も、調査捕鯨に船

団が出航したようです。 

 保護団体の妨害を警戒

して、海上保安官が乗船

するそうです。我々も、

給食で鯨の竜田揚げを嫌

というほど食したもので

す。親会社が変わりごたごたしているベイスターズも、

横須賀市の２軍練習場は、鯨缶詰工場の跡地です。頑張

ってほしものです。 

 さて今日８日は、１９４１年に太平洋戦争が開始され、

１９６３年には日本中がテレビの前で熱狂した、力道山

が刺殺され、１９８０年には、ジョン・レノンが、凶弾

に倒れております。時代背景も・事柄も違いますが、何

か共通したものを感じとれる気もいたします。 

 明治から昭和にかけて歌い継がれてきた「唱歌」が見

直されています。 

 高鍋クラブにおいても、今年度は毎月第２週に歌って

おります、唱歌の中には、「故郷」のように今でも広く

愛唱されている名曲があり、その歌詞には日本の美しい 

四季折々の自然が詠われています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「故郷」「春の小川」「朧月夜」「紅葉」は、唱歌の

黄金コンビといわれた高野辰之と岡野貞一が作詞・作曲

しました。高野は、長野県豊田村（現・中野市）の出身

で、「故郷」や「朧月夜」は故郷の景色を詠ったとされ

ています。 

 「春の小川」は、東京の代々木公園の小川を歩きなが

ら想を得、「紅葉」は、今はもうない信越本線・熊ノ平

駅付近からの風景を詠んだといわれています。 

 熊ノ平駅は、横川と軽井沢の間にあった山間の駅です。

急勾配の線路をゆっくり走る汽車から眺めたであろう、

色鮮やかな紅葉が歌詞に詠われています。 

 この、熊ノ平駅は、１８９３年（明治２６年）に、給

水給炭所として設置される。１９０６年（明治３７年）

鉄道駅に昇格。１９６６年（昭和４１年）には、信号所

の降格になる。１９９７年（平成９年）に廃止されてお

ります。鉄道駅から信号所に降格になったという数奇な

運命をたどっています。 

また、近くには碓氷峠があり、ここに架かる碓氷第三

橋梁は４連式のアーチ橋で全長９１ｍ。高さ３１ｍ。使

用された煉瓦は、２００万個余り。１９９３年には日本

ではじめて重要文化財に指定される。２００７年には、

ユネスコの世界遺産の暫定リスト入り。 

橋脚への落書きが多く、その対策に苦慮しているとの

事です。 

ここでも、日本人のモラルが問われております。 

  

 

 

 

第 1720 回 平成 23 年 12 月 15 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    長峯  基 

中部分区ガバナー補佐    林    務 

2730地区テーマ 

  とにかく「善いことをしよう。」 

高鍋ロータリークラブテーマ 

  原点をみつめ「団結」「創造」「挑戦」 

12月の月間テーマ  

  家族月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．次週例会案内 

10．点   鐘 

 

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 

 
本日の例会案内 

＊年次総会 

＊クラブ協議会―半期報告Ⅱ 

＊100万ドル 

 

 

次週例会案内；1月 12日（1721回） 

 ＊夜間例会 18：30～ 

＊新年会 19：00～（親睦活動担当） 

            場所＝ホテル四季亭 

  

 

 

 

第 1719 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 



■幹事報告           幹事 藤本範行君 

＜文書案内＞ 

＊公益財団法人ﾛｰﾀﾘｰ日本 

財団への寄付金に関する 

税制度について 

＊ローターアクト第2回地 

区連絡協議会のご案内 

 日時 平成24年１月22日 

     10：00～14：00 

 場所 鹿児島市伊敷公民館 （1/11〆切） 

＜臨時理事会・理事会報告＞ 

１．2013-2014年度のガバナー候補者選出の件は 

推挙しない事を議決。 

２．2012年2月の地区大会の件（都城市総合文化ホール） 

  1泊2日で明倫バス使用。 

日帰り等については各自対応で 承認。 

３．杉尾義秀君の件 状況の推移を見守る事で 承認。 

４． 2012-2013年度役員理事案の件 承認 

５．高鍋クラブマージャン大会の件 1万円以内で承認。 

６．高鍋高校ラグビー部全国大会出場の件  

前回と同額寄付で 承認。 

７．新入会員候補者の件  清水一彦氏 承認 

職業分類＝中華料理店「樹樹」 所属＝親睦活動 

 

◆出席報告       出席リーダー 福本幸良君 

出席状況 

会  員  数 45名 

出 席 会 員 数 36名 

ホーム出席率 81.82％ 

前々回の修正出席率 72.09％ 

 

◆ＢＯＸ披露    親睦活動リーダー 石田喜克君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

木村貞夫君 中武会長他理事役員の皆様の努力に対し、

敬意を表します。本当にご苦労様でした。暫議に耐 

えません。巧言令色鮮きかな仁。 

藤本範行君 先日は65才の誕生日のお祝いをありがと 

うございました。家族でおいしく頂きました。 

青木善明君 先日は誕生日を祝って頂いてありがとうご 

ざいました。一年々誕生日を迎える毎に健康と家族 

に感謝です。“元気”が何よりの財産だと思います。 

身も心も“元気”が一番の貯金です。 

 

 

   

  米山奨学生 汪单雁さん     ゲスト 清水一彦様 

■クラブ協議会（半期報告） 

○ＳＡＡ    正ＳＡＡ 桑野倫夫君 

副ＳＡＡ 石井秀隣君 河原好秋君 

半期報告としまして会場監督

という責務の仲で、会長、幹事

との意思疎通を密にして高鍋ク

ラブとして品位のある楽しい例

会が出来るように毎回の例会時

には心がけるようにしています。 

ウエルカムランチ12時15分には食事が出来るように

準備をしておりますので、皆様方の 100パーセントの出

席をお願いします。無断欠席をなくすように出席委員会

とも連絡を取りながら今後も取り組みます。例会の運営

に関し、このようにしたらもっと好くなるなどのご意見

がありましたらお聞かせ下さい。今後も皆様方へご協力

をお願いし報告といたします。 

 

○クラブ管理運営      委員長 図師義孝君 

 クラブ管理運営委員会は、

プログラム、出席、親睦活動、

クラブ情報委員会との連携を

図り楽しい例会を目指してい

るところです。特に、プログ

ラム委員会は、重要な案件も

あり、変更などで苦労をおかけしました。又、本年度は、

新入会員も増えて、クラブ情報委員会にはオリエンテー

ションを含めてお世話になりました。それでは各リーダ

ーより報告をお願いします。 

 

○親睦活動     リーダー 石田喜克君 

    担当 木村貞夫君 尾﨑敏弘君 長濱博君 

    担当 木浦亨英君 青木善明君 池部文仁君 

    担当 野添勝久君 坂田師通君 河野洋一君 

6月30日 新年度第1回親睦 

活動小委員会 おぐらにて 

7月28日 夜間例会『新年度 

親睦会』 泉屋にて 

アクトメンバーも数名参加 

8月25日 第2回 親睦活動 

 小委員会  泉屋２F 

9月15日 観月会 雨天の為、会場変更 泉屋２F 

12月8日 第3回 親睦活動小委員会  泉屋２F 

 

7月 7日、8月 4日、9月 1日、10月 6日、11月 10日、

12月 1日の 6回、月初めのセレモニーを実施し、延 26

名の会員の誕生祝いと20組の結婚祝い、岩村文夫君の喜

寿祝い、井上博功君の還暦祝い、岩下盛朗君米寿祝いを

みんなで祝福して頂きました。 

 

誕生祝いの品物は 長谷川だんごの菓子 

結婚祝いの品物は 木浦精米所の米 

米寿、喜寿、還暦祝いの品物は 福岡生花店の花束贈答 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



○出席      リーダー 福本幸良君 

         担当 平山英俊君 岩村文夫君 

①ホームクラブの例会出席

率の目標を 85%以上とする。 

②メークアップの奨励を行

い、修正出席率を100%に近

づける。 

③無断欠席の徹底的排除。 

④地区大会・IM等の入会若年者への積極的啓蒙。 

進捗状況及び対策 

①10月現在８２．１%で、目標を若干下回っている。 

②例年と比べメークアップ率の低下により、修正出席率

が低い。更なるメイクの奨励が必要。  

③過年度と比較して減少はしているが、撲滅には至って

いない。 

④IMは終了いたしましたので、2月 25日～26日の地区

大会には積極的に参加を要請する。 

 

○広報雑誌インターネット  リーダー 日高 茂君 

              担当   松尾正博君 

委員長の武末喜久治君、担

当の松尾正博君の協力を頂き

ながら、年次計画の活動方

針・計画に基づき概ね以下の

ように実施しております。 

１．雑誌：毎月第１回例会で

新入会員の皆さんへ読んで欲しい、ロータリーの友

の記事を紹介しています。 

ロータリーの友の高鍋役場・高鍋高校等への贈呈も

予定通り行っております。 

２．広報・ＩＴ：クラブホームページを更新し、クラブ

概要や委員会構成などの外に、ブログ記事を概ね週

１回のペースで搭載しています。 

３．高鍋ロータリーカップミニラグビー大会、ミニ辞典

について検討したい。 

 

○職業奉仕        リーダー 橋口清和君 

                          担当   向山健一君 

 前期の活動については、

地区委員会にも出席できず、

井上委員長に代理出席をし

て頂き大変ご迷惑をおかけ

しました。 

職場訪問につきましても

段取りは行ない、万全の態

勢で挑んだのですが、肝心のリーダーの私が欠席してし

まい、担当の向山君に迷惑をおかけしてしまいました。

又、綱領唱和を例会で読み上げるという活動計画はいま

だ実施しておらず、後期は必ず実施して参ります。 

後期は、今年度の為にもしっかり活動を遂行して参り

たいと思います。 

 

■1月の例会案内 

    1月  5日  特別休会 

 1月12日 夜間例会・新年会  

新入会員入会式・月初めのセレモニー 

 1月19日 血圧測定・米山ランチ・会員卓話 

例会終了後プログラム委員会 

1月26日 情報集会・100万＄・例会終了後理事会 

 

 

■委員会報告    社会奉仕リーダー 福岡直樹君 

 

赤い羽根共同募金街頭募金

活動協力のお願い 

日時 23年12月16日（金） 

   15：45 泉屋集合 

  場所 ジョイアス他 

16：00～17：00 

 

 

 

   平山君                  

 

    

        井上君                  武末君 

 

    
        黒木君                 山口君 

 

 

四つのテスト  

    言行はこれに照らしてから 

     １、真実かどうか 

     ２、みんなに公平か 

     ３、好意と友情を深めるか 

     ４、みんなのためになるかどうか 
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