
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間         会長 中武泰一郎君 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まさに、満開の桜が我々の目を楽しませてくれてい

ますが。「桜」の語源は、動詞「咲く」に接尾語「ら」

が付き、名詞になったもの。 

奈良時代から栽植されたが、当時は田の神が来臨する

花として「信仰」「占い」のために植えられる事が多か

った。「さ」は耕作を意味する古語の「さ」又は「神霊」

を意味する「さ」を表し、「くら」は「座」を表す。 

日本には２００～３００種類の桜がある。自生１０種

類くらい。いずれも元をたどれば数種類に行きつく。 

主なものが、西日本の山桜。東日本の彼岸桜。北日本

の蝦夷山桜。このうち、彼岸桜は、若葉が出る前に満開

になる。これは、染井吉野と同じ。 

実は、染井吉野の片方の親が彼岸桜。もう片方の親が、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

南伊豆に自生している大島桜。この山桜は、南方適応

型の変異種。純白の花を咲かせる。 

染井吉野は、この立派な花を受け継いだ。京都の有名

な枝垂れ桜も、自生種で。彼岸桜の突然変異種。 

染井吉野は、江戸時代に染井村（東京都豊島区駒込あ

たり）で作られた交配種。当初は、奈良の吉野地方の桜

にちなんで「吉野桜」と命名されていた。 

明治３３年（１９００年）に、上野公園の桜を調査し

た藤野博士が、「染井吉野」と命名して「日本園芸雑誌」

に発表した。 

特徴としては、とにかく花の数が多い。若葉の前に花

をつけ、若葉なしに満開を迎えるので鮮やか。木の成長

も早く、十年もしないうちに花を咲かせる。増殖は挿し

木ですむ。 授粉や結実に必要がない。 

桜は、その散り際も我々の目を楽しませてくれる。 

染井吉野の散りざまは、どこかしら、近代的な複雑な

感慨を呼び起こす。 

山桜はのどかに散る。自らの命を惜しむようにして散

る。見る人に惜しまれながら散る。 

   「ひさかたの 光のどかき春の日に 

しづ心なく花の散るらむ」 

 皆さんはどのように「桜」をご覧になるんでしょうか。 

 

 

  

 

 

 

第 1734 回 平成 24 年 4 月 12 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」 

4月の月間テーマ  

  ロータリー雑誌月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．外部卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

   

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  

＊外部卓話―児湯消防組合 染山昌幸様 

       「地震津波対策について」 

 ＊血圧測定 

 

次週例会案内；4月 19日（1735回） 

 ＊外部卓話―NTT西日本宮崎支店 

       営業部長 梅北兼一様 

 ＊100万ドル ＊例会終了後プログラム委員会 

 

 

 
第 1733 回 例会内容 

 
 

 

 

 

 



■幹事報告           幹事 藤本範行君 

 

 

 

 

 

 

＜文書案内＞ 

＊中部分区次年度会長幹事会のご案内 

 日時 24年4月26日 18：30～ 

 場所 ベルエポックカフェ   会費 5,000円 

＊東児湯消防組合より管理者等の交代について 

 新管理者＝小澤浩一   新消防長＝佐藤修三 

＊なでしこ 2730委員会の被災地訪問の件（4/12〆切） 

 日程 平成24年5月14日～16日 

 場所 福島県・郡山に志北ＲＣ 

＊第3回日台ロータリー親善会議開催のご案内 

 日時 平成24年6月1日（金）登録 13：00～ 

 場所 ホテルグランヴィア京都 

 登録料 15,000円    （4/30〆切） 

＊中部分区現・次期会長幹事会のご案内 

 日時 平成24年6月6日（水）18：30～ 

 場所 ホテルマリックス 

 

◆出席報告       出席リーダー 福本幸良君 

 

 

 

 

 

 

 

出席状況           

会  員  数 46名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 85.00％ 

前々回の修正出席率 95.00％ 

 

◇月初めのセレモニー♪ 

♡♡ お誕生日おめでとう ♡♡ 

 中武泰一郎君（還暦）、永田英徳君、福岡直樹君 

♡♡ 結婚記念日おめでとう ♡♡ 

 岩下盛朗君、武末喜久治君、木村貞夫君、 

中武泰一郎君、桑野倫夫君、岩切洋君 

 

 

 

◇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> 

中武泰一郎君 誕生・結婚祝のお返しとして。 

岩下盛朗君 結婚記念のお祝い有難うございます。 

桑野倫夫君 結婚記念のお祝いのお礼として。 

武末喜久治君 結婚記念祝のお返しとして。 

木村貞夫君 結婚記念祝いのお返しとして。私は幸せな 

38年ですが、奥さんはどうでしょうか。 

岩切洋君 結婚記念祝のお礼として。 

 

◇雑誌月間卓話  広報雑誌 ITリーダー 日高 茂君 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの雑誌月間につき話をすることとなりまし

たので、尐し時間を頂きます。 

ロータリアンの３大義務については４月号ロータリー

の友３９ページに掲載されている様に、例会への出席、

会費の納入及びロータリー雑誌の購読で有ることは、入

会時のオリエンテーション等で強く指導を受けていると

ころであります。 

雑誌は９ページに記載のように国際ロータリー（ＲＩ）

の機関誌は、アメリカ・イリノイ州エバンストンにある

ＲＩ世界本部で出版されている 英語のＲＩ公式雑誌

『ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ』で、日本では昭和５５年、

国際ロータリーから『ロータリーの友』が地域雑誌とし

て指定されております。 

ロータリーの友は、『ＴＨＥ ＲＯＴＡＲＩＡＮ』の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＲＩの方針や世界での奉仕活動等の翻訳に加え、日本国

内のロータリーの活動状況の情報が、月間で項目ごとに

現状と問題点等が提起されているので素晴らしい雑誌で

ありますが、データでは約３０％の会員が積読とありま

す。是非読まれることをお勧めします。 

そのほか、手元にあるガバナー月信、当クラブの年次

計画・報告書、情報マニュアル、手続き要覧が有ります

が雑誌としての定義で言えばガバナー月信、当クラブの

年次計画・報告書が該当すると思います。これら義務付

けではありませんがロータリアンとして常に側に置いて

参考とすべきともの考えます。 

定款については、当クラブの定款はロータリージャパ

ンにある標準定款と該当する部分は変更出来ないので概

ね同じ内容になっておりますが、細則はクラブにより違

うことは認められています。 

３大義務について、 

１．例会の出席  標準ロータリークラブ定款第９ 条に、

出席に関して書かれていますが、その第1 節には「各会

員は本クラブの例会に出席するべきものとする。（後略）」

とあります。 

「出席なくして親睦なし、親睦なくして奉仕なし」とい

われている所以だと考えます。 

【当クラブでは第９条第1節の出席で例会時間の６０％、

メークアップは例会の１４日前後以内等が記載されてい

ます】内容は標準ロータリークラブ定款と概ね同じであ

ります。 

２．会費の納入  標準ロータリークラブ定款第１１ 条

にロータリークラブの会員は、会費を納入する義務があ

り会費の金額、そのほかは、クラブによって異なるとあ

ります。 

【当クラブでは第１１条に入会金および会費についての

記載が有ります】、内容は標準ロータリークラブ定款第

１１ 条と概ね同じであります。 

当高鍋ロータリーの会費は、細則第５条第１節・第２節

に記載されています。 

３．ロータリーの雑誌の購読 は冒頭のとおりです。 

【当クラブでは１４条第1節にロータリー雑誌・購読の

義務の項において、本クラブに対して承認並びに指定さ

れている地域的なロータリー雑誌を購読しなければなら

ないと記載が有ります】 

なお、ロータリーの源流によれば、ロータリーの義務

は、ロータリアンだけでなくＲＩの義務，ロータリーク

ラブの義務もあり、ロータリアンの義務は上記３大義務

の外に４項目記載されています。 

広報雑誌インターネット委員会において、毎月「ロー

タリーの友」の記事紹介をしている根拠規定は、当クラ

ブ細則第８条委員会の任務、第1節クラブ奉仕委員会（ｅ）

に『毎月雑誌の簡単な紹介』をすることとなっているこ

とによります。 

簡単な紹介として縛られているのは、ロータリーの友

に記載されている問題提起の背景や取組む姿勢、例えば

正面から、他クラブの動向を見ながら、又は斜に構える

等の対応と言いますか取り組む姿勢については、会長経

験者の卓話や会長の時間で当クラブの考えを示す事項と

であると解釈しています。 

なお、ロータリーの友の配布先は、高鍋町立図書館、

宮日新聞高鍋支局、絵本の里、内田病院に毎月送付して

いるのも、同じ細則に図書館・病院・学校・その他の図

書閲覧室（後半略）よりロータリーの周知を図ることが

記載されていることによります。 

ロータリーの指定雑誌ではありませんが、当クラブが

決定した年次計画・報告書は当クラブ会員としては遵守

すべきもので有るとことに異論は無かろうと考えます。 

この中で９Ｐの長期５カ年計画は、ガバナー訪問時も

説明してあることから、その２年目年度として如何にあ

ったかを検証を始める時期に来たのではないでしょうか。 

次年度は広報雑誌インターネット委員長の木浦享英君

にバトンを引き継ぎますので、私はあと２回ロータリー 

の友の紹介は終了であります。 

 

 

 

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 

 

 

『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 宮崎南 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 

 

 

 
カイドウ 


