第 1731 回

平成 24 年 3 月 22 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．ＰＥＴＳ報告・卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊100 万ドル
＊ＰＥＴＳ報告―図師義孝君
＊内部卓話―橋口清和君

第 1730 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 中武泰一郎君
今月は、３月「弥生」で
すが。
これは、「いやおい」の転
じたもので、「いやおい」
とは「いよいよ茂る」の意
味。March は、古代ローマ
ではこの月から農業や軍務
が再開された、軍神であり
農業の保護神であるマルス（ＭＡＲＳ）にちなむ。
又、アイヌの月名では、
「そこから日が長くなる月」。
やめたくてもやめられないものがあります。
「間食・大食」が３７.３％、 「たばこ」６.４％、
「酒」５.５％ 女性では、
「間食・大食」が４割超える。
スイーツに関する記述。 男性では、「間食・大食」
「たばこ」「酒」が各１割ずつ。食べ過ぎ。
やめたい理由では、美容と健康。 やめられない理由で
は、ストレス解消。 酒では、健康面。 たばこでは、
「体や財布に悪い」金銭面。世知辛い現状の切実な一面
を反映しているかのようです。
習慣的喫煙者は３．９ポイント減の１９．５％。２割
を切る。禁煙希望者は、＋３．４ポイントで３７．６％。
過去最高。習慣的喫煙者は、男性では、３２．２％
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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」
3 月の月間テーマ
識字率向上月間（世界ローターアクト週間）
次週例会案内；3 月 29 日（1732 回）
＊夜間例会
＊観桜会 ＆ ローターアクト 10 周年式典
（－６ポイント）女性では８．８４％（－２．５ポイン
ト）。１９８６年以降最低。
千利休の、茶道を学ぶ心得を説いた歌があります。
規矩作法 守りつくして 破るとも
離るるとても 本を忘れるな
「規矩」（きく）とは、大工道具の事。まず師匠から教
わる形や規則・作法を忠実に守って、基本を身に付ける
事が大事。
「破る」とは、元の形にとらわれることなく、
自分の工夫や努力によって師匠の教えを破って成長する
ことです。「離るるとても 本を忘るな」は、師匠の教
えを離れて精進することで、独自の境地を開拓したとし
ても、元の精神・基本を忘れるな。「下学上達」という
言葉もあります。
我々も事に当たる時には基本から始め、その後、独自
の境地を切り開いていくようですが、その場合でも、と
もすれば我流に陥る危険もはらんでいるので、基本を見
失う事なく進んで行きたいものです。
■幹事報告
＜文書案内＞
＊歯車会ゴルフコンペ案内
日時 平成 24 年 4 月 6 日
場所 国際ゴルフクラブ
集合時間 9：00
参加費 2,000 円

幹事 藤本範行君

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

出席リーダー 福本幸良君
46 名
35 名
77.00％
84.78％

◆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 アクト週間に因んで。
アクトをよろしく。
野添勝久君 鍋倉さんにあげる
べきホワイトデーをＢＯＸに
入れます。
申し訳ありません。
◇ローターアクト週間卓話
アクト委員 茂木晃君
3 月13 日を中心とし
た一週間をローターア
クト週間といいます。
今日は貴重な例会でア
クトのため時間を頂き
ました。私達のアクト
は、2002 年 3 月認証状
伝達式。
当時 21 名の会
員でスタートしました。今年は 10 周年に当たります。現
在会員数 6 名（男 5、女 1）です。
今日は、地区ローターアクト副委員長を長く務められ
た河原君と、以前委員だった日高君からアクトについて
お話をしていただきます。
又、アクトの幹事である鍋倉君から最近の活動状況を
報告してもらいます。時間が許せば、アクトは今のまま
でいいのか、今後どうするべきか 会員の方のご意見を
いただきたいと思います。
◇高鍋ローターアクトクラブの活動報告
高鍋ローターアクトクラブ 鍋倉貴博君
１．夜間歩こう会
高鍋駅～宮崎駅
３０ｋｍ
（ゴミ拾い）
２．スポーツ大会
バレーボール大会
３．軽トラ市
（やききとり店）
４．蚊口浜清掃活動（アクトの日）

◇高鍋ローターアクト 10 周年にあたり
河原好秋君
2002 年 3 月 24 日、
高鍋ローターアクトク
ラブ（ＲＡＣ）認証状
伝達式がホテル泉屋に
おいてチャーターメン
バー21 名（内訳：金融
関係2名、
公務員2名、
学生 3 名、会社員 10
名）でスタートいたしました。
ＲＡＣは、友情と親睦の中で奉仕の心を育み、自らを
啓発しながら高い道徳観・倫理観をもつ地域社会のリー
ダーを育成するのが目的であります。高鍋ＲＡＣも最初
は会員も多く、その目標に向かって素晴らしい年間プロ
グラムを消化することが出来たのですが、最近では会員
数も減り活動の範囲が制限され、
また、
会長が野外活動、
イベント大好きの若者なので、その方面に集中している
のだと思われます。
ＲＡＣは、野外活動にかなりの時間を使っていること
から、これでは知人、友人、息子、娘は紹介できないと
思われるのでしょうが、ＲＡＣの標語が“奉仕を通じて
の親睦”です。親睦活動の一環として今のところ静観し
ているところです。
高鍋ＲＡＣも 10 周年になりますが、多数の方（高鍋
RC 会員）がまだ一度も例会に出席したことがないと思い
ます。出席して、指導して頂きたい。“ＲＡＣには金も
出す、口も出す（指導）、顔も出す”でなければ今後が
懸念されます。
アクト会員の減少防止についても、我々親クラブが全
面的に協力して募集活動しないと増員できないと思いま
す。西都 RC、佐土原 RC の地区からもアクトメンバーを
だして頂くようにお願いしたい。
◇高鍋ローターアクトクラブ
日髙 茂君
高鍋ローターアクトク
ラブは、高鍋ロータリー
が提唱クラブとして１０
年前に設立したクラブで
あることは、その時点で
細部にわたって検討され
ておりますので、大半の
方はアクトの内容はご承
知とは存じますが、設立後に高鍋ロータリーに会員とな
られた方もおられますので少しアクトの定款の抜粋に私
の意見を加えて少し時間を頂きます。
ローターアクトクラブの定款は国際ロータリーが制定
し、それに従って運営がされる国際的な組織であり、適
用される定款の改正は国際ロータリー理事会の決議によ
ってのみ可能で、採択された改正は全て自動的に適用さ
れるべきものとされています。
第３条 提唱者
ローターアクトクラブはロータリークラブが提唱して創

設されたものであり、ロータリーのクラブ委員会（高鍋
ロータリーでは、新世代・ローターアクト委員会）が後
見人として指導するとともに責務を負うこととなってい
ます。追記の、「提唱ロータリークラブが積極的に直接
参加し続けるか否かによって、本ローターアクトクラブ
の成功、発展が決まることになる。」に注目すべきと思
います。
第5条—会合
1. 本クラブは会員に好都合の日時と場所において、細則
に従って少なくとも毎月2 回会合しなければならない。
3. 国際ロータリーは、提唱ロータリークラブが1 人また
は数人の会員を指定して1 カ月に少なくとも1回はロー
ターアクトの会合に出席させることを推奨している。
5. クラブと理事会の会合の議事録は、各会合後2 週間以
内に提唱ロータリークラブのローターアクト委員会委員
長に提出するものとする。
第8条—委員会
1. 本クラブの細則に、クラブ奉仕、国際奉仕、社会奉仕、
専門能力開発、財務およびその他クラブの運営に必要ま
たは役立つ思われる常任委員会の設置を規定しなければ
ならない。と記してあることは、私達提唱ロータリーは
アクトを立ち上げた責務として、アクトの現状の活動内
容を大切にしながら、高鍋ロータリーでサポートし成長
させるために、１０周年をその節目と捉えそのための行
動をする必要が有るのではないでしょうか。要は、高鍋
ロータリーは運営資金を提供するだけでなく、クラブ奉
仕・国際奉仕・社会奉仕、専門能力開発・財務や専門知
識開発のために必要とするものは何なのか等や、当クラ
ブの皆様が会社経営上に持たれている理念、高鍋ロータ
リーの目指すものや活動状況等を伝えることで、若いロ
ーターアクトの諸君を地域のオピニオンリーダーに育成
するために、口を出すことが求められているものと考え
ます。先月も申し上げましたが、アクトの例会は、年間
２０回程度でありますので、２年間に１回は、宮日新聞
高鍋支局の１回会議室（第１・３月曜日１９時３０分）
出席いただき上記の内容について約１０分程度で話をし
て頂くことを試行することを提案させていただきたい。
皆様の賛同が得られれば、アクトと相談の上順番を決
めさせて頂きたい。（スミマセン、これはロータリー理
事会の決議が必要ですかね）
また、アクトで理事会や例会の議事録の作成を習慣づ
けること、財務状況の把握を行い、その資料を当ロータ
リークラブへ提出させることも一つの教育と言いますか
アクト会員育成に役立つものと考えます。第５条で会合
内容は提唱クラブに提出することと規定してありますが、
この１０年間では年間の実施状況報告も少ない状況であ
ります。
尚、今年度は先程のローターアクト鍋倉君のプロジェ
クターを利用した報告によれば、現時点の活動状況は纏
まっているようなので安心しました。

4 月の例会案内
4 月 5 日 月初めのセレモニー・米山ランチ
会員卓話―日高君・田中君
例会終了後理事会
4 月 12 日 血圧測定
外部卓話―東児湯消防組合
4 月 19 日 外部卓話―ＮＴＴ宮崎支店
営業部長 梅北兹一様
100 万ドル・プログラム委員会
4 月 26 日 早朝例会―ロータリー公園清掃
6：30～食事
7：00～清掃

『メ－クアップしましょう』
中部分区クラブメ－クアップ会場
出席委員会
月
宮崎单
ホテルプラザ宮崎
宮崎東
ウェルシティー宮崎
火
宮崎
宮崎観光ホテル
西都
ウェディングパレス敷島
水
宮崎北
ホテルマリックス
佐土原
石崎の杜「歓鯨館」
木
宮崎中央
サミット・クリスタルルーム
金
宮崎西
宮崎観光ホテル
高鍋ローターアクトクラブの例会日
第 1・第 3 月曜日 19：30～ 場所；宮日会館

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

タカナベカイドウ

