第 1721 回

平成 24 年 1 月 12 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
国家、奉仕の理想
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．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．次週例会案内
11．点 鐘

末日の例会案内
夜間例会＆新年会
＊月初めのセレモニー（結婚祝 2 名）
＊新年会（親睦活動担当）
場所＝四季亭

第 1720 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 中武泰一郎君
今年ほど、
我々が
「絆」
いう言葉の大切さを実感
した事はありません。今
年を表す「漢字」にも選
ばれております。
日末では、
古くから
「産
霊」（むすび）という言
葉を用いて、絆を大切にしてきました。「産」は、生み
出すことを意味し、「霊」は、不思議な霊妙なる働きを
意味します。「息子」や「娘」がそう呼ばれるのは、男
女が結ばれ子がうまれるから。
「産霊彦」（むすすひこ）で「むすこ」。
「産霊姫」（むすすひめ）で「むすめ」。
「むすび」とは、連結・和合・生成を一語に含み持つ言
葉である。一方で、「和」ということの大切さも実感し
ました。
明治維新の立役者の一人である、坂末竜馬の独創的な
発想は「和歌」によって育まれたと言われています。
坂末家は、祖父母・父母・兄姉みな和歌を詠み、竜馬
自身も姉の乙女から学んだそうです。和歌の「和」は、
日末という意味の他に「和する」「合わせる」という意
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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」
1 月の月間テーマ
ロータリー理解推進月間
次週例会案内；1 月 19 日（1722 回）
＊会員卓話―野添勝久君・河野洋一君
＊血圧測定
＊米山ランチ
＊終了後 プログラム委員会
味。日末人は、古くから「和する歌（和歌）」詠むこと
によって人と人が和する。人が自然に合わせる心を重ん
じてきた。「世と共にうつれば曇る春の月 朧月とも人
は言うなり」竜馬の和歌です。
さて、今の日末を取り巻く状況は、内外共に大変厳し
いものあり、我々国民の負担は、年々増加するばかりで
す。そんな中でも、国会議員だけは別世界にいるようで
す。給与の減額処置がなくなり、月額９万５０００円増
の１３２万８０００円。
年間では、月給＋ボーナス等で３０８０万円。立法調
査費の名目で７８０万円。文書交通費が１２００万円。
政策秘書１０００万円。第一秘書８００万円。第二秘書
５００万円。議員一人当たり総額で７３６０万円。
７２２人の国会全体では、年間５３１億円。更に、海
外視察費として、
衆議院１７０万円。
参議院１６５万円。
政策秘書は、１９９４年から国家試験が実施。
合格は３０人に１人の狭き門。資格取得者は１割余り
にすぎない。１４７人の秘書は議員の親族。秘書を１０
年以上継続していれば、政策秘書の資格が取れる。月額
１０万円（保険料）を１０年支払。月々３４万円の年金。
妻の基礎年金を含めると月額５８万円余り。一生受け
取れ、財源の７２．７％は国庫負担となっています。
財政危機が叫ばれる中、自分達の足元にある埋蔵金を
なぜ積極的に活用しようとしないのか。我々国民は納得
出来ません。

■幹事報告
幹事 藤末範行君
＜文書案内＞
＊2012-13 年度クラブ状況
報告書提出について
＊1 月のロータリーレート
1 ドル＝78 円
＊西都 RC 1 月例会案内
＊佐土原 RC 1 月例会案内
＊クラブ・ロータリー・カード担当者登録のお願い
◆出席報告
出席リーダー 福末幸良君
出席状況
会
員
数
45 名
出席会員数
37 名
ホーム出席率
85.00％
前々回の修正出席率
95.00％
◆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＞

茂木晃君 半年間ご苦労様でした。アクトをよろしく。
野添勝久君 12 日は 43 回目の結婚記念日でした。それ
を理由に忘年会が入っていたけど欠席するも祝う
ことなく逼迫した仕事を徹夜、仕事と行事盛り沢山
で幸せかな？皆に感謝です。
■年次総会
会長エレクト 図師義孝君
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（クラブ管理運営）
（会員増強・分類選考）
（クラブ広報）
（奉仕プロジェクト）
（ロータリー財団・米山）

■クラブ協議会＝半期報告
○国際奉仕

リーダー 岡島達雄君
担当 柴垣復生君
活動方針は国際間の理解・親善・平和の推進です。
活動計画は 5 つです。
１．米山奨学生関連では、汪单雁さんを月 1 回例会にお
迎えして交流しています。汪さんのスピーチと中国語
講座、カウンセラーとしての井上さんの奉仕に感謝し
ています。

２．ＧＳＥ関連では、10 月 6 日ドイツヘッセン州派遣の
稲森愛さんの帰国報告卓話と専門職としてのピアノ演
奏を聴かせて頂きました。
３、４は、来年 2 月の世界理解月間に予定しています。
５．その他では年未年始の書き損じ葉書の回収を 1 月に
予定しています。
クラブで集めて地区に送り国際奉仕、
社会奉仕の原資とするものです。一月に入りましたら
ご案内を差し上げますので宜しくお願い致します。
尚、１及び２は、高鍋クラブホームページで紹介され
ています。
○新世代・ローターアクト
リーダー 杉尾義彦君
担当 茂木 晃君・木村貞夫君・三原正宏君
アクト会員は現在 6 名です。6 人で頑張って活躍中で
すが今、創立 10 周年を迎えようとしています。半期活動
としてＲＹＬＡに 3 名の参加。地区大会に 4 名の参加、
その他、県内アクトを対象としたバレーボール大会、川
单軽トラ市への参加で活動資金を稼ぐなどしています。
何分会員が少なく、我がロータリー会員企業からの推薦
を再三お願いしていますが、朩だに 1 名も推挙もありま
せん。10 周年がどうなるか心配しているところです。
○ロータリー財団米山委員会
委員長 岩切 洋君
担当 関 正夫君、 松村悟郎君
委員長に私、担当に関君・松村君の 3 人であります。
特に関君におきましては、米山担当として先々月卓話
もして頂きました。活動計画としては、地区の目標であ
ります年次寄付一人 100 ドル達成にむけてという部分と、
また円高のこのチャンスに一人でも多くのポールハリス
フェロー、マルチプルの誕生に向けて呼びかけたいと思
います。また、100 万ドル食事と米山ランチは、定期的
に実施させて頂きました。11 月の財団卓話も先日させて
頂き、順調に搬機を終えた感じです。
引き続き財団・米山に皆様の温かな思いの寄付を宜し
くお願い致します。
○社会奉仕

リーダー 福岡直樹君
担当 佐々木九州男君
10 月 20 日に高鍋警察署安全生活課の中嶋課長にお願
いし、恒例の法令講習を行いました。
12 月 16 日（金）16：00～ジョイアス前で歳未助け合
い街頭募金を開催致しますので多数ご参加をお願い致し
ます。来年は、ロータリー公園清掃と明倫賞の授与式等
まだまだ活動が残っています。例会出席がままならない
ことがありますが最後まで頑張っていきたいと思います。
○プログラム

リーダー 山口順一君
担当
河野 修君
前期は、
重要案件により毎回クラブフォーラムが入り、
プログラムの円滑な運営が出来ませんでしたが、
後期は、
新入会員の卓話を中心に行い、円滑なプログラム運営に
務めます。

