第 1732 回

平成 24 年 3 月 29 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
日も風も星も
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

本日の例会案内
＊夜間例会
＊ローターアクト 10 周年記念祝賀会
＊観桜会

第 1731 回
■会長の時間

例 会内 容
会長 中武泰一郎君

今年は、ロンドンオリンピックが開催されます。
さて、日本国の呼称は「ニッポン」か「ニホン」か。
昭和９年（１９３４年）３月２２日に、当時の文部
省臨時国語調査会が呼称の統一案として「ニッポン」
にすることを決議しました。政府に答申しましたが、
採択されず正式決定がなされませんでした。この決議
には、１週間前に行なわれたＮＨＫの決定影響してい
るようです。
ＮＨＫで行われた「放送用語並びに発音改善調査委員
会」の結論として、正式な国号として使用する場合は、
「ニッポン」とする。その他の場合は、「ニホン」でも
よい。１９７０年７月１４日に、当時の佐藤内閣におい
ては、「ニッポン」と閣議決定している。

2730 地区ガバナー
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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；4 月 5 日（1733 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊雑誌月間卓話―日高君 ＊情報卓話―田中君
＊例会終了後理事会
「ニホン」と「ニッポン」の由来は？
漢字の「日本」は奈良時代に中国で死亡した「遣唐使」
の墓に見られる。 当時の中国読みは「ニッポン」で、
元来は「ニッポン」であろうと考えられる。ひらがなと
カタカナは平安時代に生まれたが、
室町時代になるまで、
促音の「っ」は表現になかった。それまでは、「にほん」
「ニホン」」と書いて、「ニッポン」と読ませたらしい。
このかな表記を「にほん」と書いて「ニッポン」と読
むべきところを、文字通りに「ニホン」誤読したのがは
じまり。読みを間違えたという事でしょうか。元々は、
「ニッポン」だった。最近の調査では、我が国の呼称に
ついて「ニッポン」が６１％。「ニホン」が３７％。
秋と春の彼岸を境に、渡り鳥の移動が始まる。
夏の間日本にいる鳥を夏鳥。冬の間いる鳥を冬鳥。移
動の途中に日本に立ち寄る鳥を旅鳥。南極で足環をつけ
られたオオトウゾクカモメが、北海道で発見された。
実に、１２８００㎞も飛んできた。
コアアホウドリで、１９９８年に千葉県館山で死亡し
たものは、調査で１９６５年生まれが判明。実に３３年
も生存した。アンデスコンドル５０～６０年、ダチョウ
５０～６０年、セグロカモメ ３０年、コアアホウドリ
４２年。 人間社会とは逆に、鳥の世界ではオスの方が
長生きだそうです。

■幹事報告

幹事 藤本範行君

＜文書案内＞
＊４月のロータリーレート
1 ドル＝８２円
＊ローターアクト第４１回幹部研修会のご案内
日時 平成 24 年 5 月 19 日～20 日
19 日＝18：00～21：00
20 日＝10：00～15：30
場所 国分総合福祉センター
＊西都 RC４月の例会案内
4/3 PETS 報告
4/10 クラブフォーラム
4/17 会員卓話
4/27 会員卓話
＊佐土原 RC４月の例会案内
4/4 夜間例会・観桜会
4/11 会員卓話
4/18 早朝例会・座禅
4/25 夜間例会
◆出席報告

出席担当 平山英俊君

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

46 名
31 名
70.45％
77.78％

親睦活動リーダー 石田喜克君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
中武泰一郎君 汪さん宮崎での学生生活はいかがでした
か。宮崎大学で培ったものを活かして大坂大学でも
頑張って下さい。
藤本範行君 汪南雁さん短い間でしたが、ご指導ありが
とうございました。これからも日本でガンバッテ下
さい。
福岡直樹君 ご心配をかけました。

◆会長エレクト研修セミナー（PETS）報告
会長エレクト 図師義孝君

研修セミナーに17日～18日鹿児島へ行ってきました。
心細い思いをしながら会場へ行き、次年度の会長会を
しておりましたので中部分区の会長さんの顔を見てホッ
としたところです。
挨拶の中で「会長エレクトの皆様おめでとうございま
す」の祝福と「ご愁傷様です」の言葉を頂き、研修の間
居眠りをする人は一人もなく、ただひたすら我慢して聞
いていました。会長としてやらなければならない仲間の
集まりを感じました。
次年度ＲＩ会長、田中作次さんのメッセージ（ＤＶＤ
による）から始まり、二日間セッション１、会長の役割
と責務からセッション 10 まで、
みっちり勉強させられま
した。
２０１２～２０１３年度ＲＩテーマ
奉仕を通じて平和を
Through Service Peace
次年度ガバナー山下皓三さんから 2012-2013 年度
ＲＩ第 2730 地区の地区基本方針及び行動計画、
２０１２～２０１３年度 地区テーマ
夢、誇り、挑戦
－すばらしいロータリーへの再生―
行動指針「考え行動するクラブ」
重点目標 １．クラブへのサポート強化
２．人道的奉仕の重点化と充足
３．公共イメージの向上と認知
そして、基本方針と行動計画として１４項目発表され
ました。
高鍋クラブの方針も近いうちに決めたいと思います。
以上報告です。会員の皆様宜しくお願い致します。

◆会員卓話

橋口清和君

ロータリーにおいて、一世紀を超える「歌を歌うとい
うこと」を始めた人は、1905 年にロータリーが創立した
とき、最初に会員となった 4 人に次いで 5 番目にロータ
リーに入った人、ハリー・ラグルスです。ハリーはもと
もと歌うことが大好きな人でした。もっとも、今世紀初
頭の欧米では「歌を歌うこと」は、人々のごく一般的な
風潮でした。「おい、みんな、歌おう！」と当時流行っ
ていた歌を何曲か音頭を取って歌った。以来、例会での
合唱は、ロータリーの伝統となったのです。
さて、ロータリー誕生後２年目には、ささいな意見の
相違がだんだん大きくなり、シカゴクラブ内が割れ、出
席率も低下するという解散の危機が起こったようです。
結果、ハリーの指揮による歌声が、毎回クラブの例会
で響くようになり、いつのまにかクラブの中の雰囲気は
改善され、シカゴＲＣは解散の危機を脱していたそうで
す。歌が人々の心を結んだのです。
さて、本日は今の事業を始めたきっかけについてお話
ししたいと思います。
まずはじめに、私が営んでいる事業は道路運送法の中
では、他人の需要に応じ、有償で、自動車を使用して旅
客を運送する事業を旅客自動車運送事業といいます。
一般旅客自動車運送事業と、特定旅客運送事業と２通
りあり、一般旅客運送事業は、 ①乗合（主に路線バス）
②貸切（観光バス） ③乗用（１０名以下のタクシー等）
の３つに分かれています。それぞれの事業を営むには、
それぞれの許可を得る必要があります。以前は認可事業
で認可を得るには、規模も大きくたやすく開業できるも
ではありませんでした。今では、車両（１１名以上の乗
車定員）３台をそろえて、要件を満たせば意外と簡単に
許可を得ることができます。
㈱明倫観光バスは、一般貸切旅客自動車運送事業のみ
で操業しています。 現在、大型１台、中型２台、小型
２台、計５台、運転手登録数８名で営んでいます。一般
的に営業収入の柱は、旅行業者の下請けが主な事業展開
の源です。当社は、旅行業者からの委託事業は年間１パ
ーセント以下で、ほとんどが地域の方々からの口コミに
よる直轄事業となっています。つまり、旅行業者下請け
を主としている他の同業者から見ると、とっくに倒産し
ています。言い換えれば地域の皆様の大きな支えで生き
ているのです。
事業を始めるきっかけになったのは単純です。大きな
車（トラックやバス）を運転したくて、小さな子供が「バ
スの運転手になりたい！」と言っているのと同じです。
最初のきっかけは、中古のキャンピングバス（総重量８

トン、定員１０名以下であれば普通免許で運転可能）を
購入したことからはじまります。
その後、平成１３年１１月、大型２種免許を取得、晴
れて若いころからの大型免許を受け取って、インターネ
ットオークションで小型バス（２４名）を落札して、Ｎ
ＳＯ（１７名編成のジャズバンド）メンバーを乗せて演
奏活動をしていたら、あらゆる人たちが利用するように
なり、バスに多人数乗せてドライブすることに快感を覚
え自己満足するようになりました。もちろん、ガソリン
代や謝礼をもらうのは「道路運送法」違反、すなわち白
バス行為に当たり立派な犯罪です。
徐々に快感が重荷となるようになったため、平成１６
年１２月に許可申請を提出して、平成１７年２月２４日
付けで、経営許可が下りて、４月から営業を開始、平成
２４年の現在に至っています。
道路運送法にも１番に挙げられているのが「消費者の
利益最優先」を株式会社明倫観光バスの看板に掲げ事業
を営んでいきたいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

米山奨学生の 汪 南雁さん
一年間のお付き合いとご指導ありがとう。
これからも頑張ってください！

中武会長の点鐘・ 指揮の橋口君・ピアノの森さん

西都原の菜の花と桜

舞鶴公園の桜

