
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 図師義孝君 

皆さんこんにちは。 

一週間のご無沙汰でご

ざいます。 

9月 9 日、中部分区親

睦ゴルフコンペが開催さ

れ、当クラブから4名が

参加致しました。17組68

名の参加で、素晴らしい懇親コンペでした。 

又、12日には久しぶりに高鍋クラブのゴルフコンペが

あり、18名の参加でおおいに盛り上りました。 

お世話いただいた河原さん本当にありがとうございま

す。お疲れ様でした。 

 今日は炉辺談話の中から、ローテェスター・ロータリ

ークラブのラルフコリンズさんのお話です。 

 一緒になって昼食をとりながら、他の人たちの話を聞

いたり、彼らの興味のあることや、家族や、仕事や、失

敗談や、旅行の話など、語り合うことによって、その人

は学んでゆく。夫、父親、雇い主、従業員、市民、ボラ

ンティアなど、すべての人は自分が果たすべき役割を、 

自分自身で進歩させることができる。 

 世界に広がるロータリアンは、教師に満ち溢れており、 

すべての人は、お互いから学び合う、 という事で成長し、 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

円熟し、学び、改善するためのニーズについてでした。 

 今日もロータリーを楽しんで下さい。 

 

＜理事会報告＞ 

 １．宮銀前のロータリー時計の件  撤去で承認 

 ２．東児湯中学校英語弁論大会への盾寄贈の件 承認 

 ３．高鍋クラブゴルフコンペへ助成の件 承認 

 

■幹事報告           幹事 山口順一君 

＜文書案内＞ 

＊ラジオキャンペーンスタト 

のご案内 

＊第2回地区クラブ管理合同 

研修会10/13は中止です。 

 

 

 

☆新入会員入会式  緒方郁男君入会おめでとう！ 

 

 

  

 

 

 

第 1755 回 平成 24 年 9 月 20 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

2730地区ガバナー    山下 晧三 

中部分区ガバナー補佐    池田 豊繁 

2730地区テーマ 

  夢・誇り・挑戦（素晴らしいロータリーの再生） 

高鍋ロータリークラブテーマ 

  「絆」 原点を見つめてー思いやりの心で 

9月の月間テーマ  

  新世代のための月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．会員卓話 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

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 

 
本日の例会案内  

 ＊会員卓話―野田俊一君 

 ＊100万ドル 

 

  

 

 

 

 

次週例会案内；9月 27日（1756回） 

 ＊夜間例会   18:00泉屋出発(明倫観光バス) 

 ＊観月会―親睦活動担当    場所＝黒木製茶 

             

第 1754 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■出席報告       出席委員長 石井秀隣君 

出席状況  

会  員  数 49名 

出 席 会 員 数 39名 

ホーム出席率 81.25％ 

前々回修正出席率 89.58％ 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員 坂田師通君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

図師義孝君 緒方君入会おめ 

でとうございます。一緒に 

ロータリーを楽しみましょう。 

岩切洋君 誕生祝いのお礼。 

 ありがとうございました。 

日高茂君 結婚記念日のお返しとして。 

松尾正博君 誕生日のお祝い有難うございました。 

黒木敏之君 「へたっぴんの美学」27冊のご購入ありが 

とうございました。45,360円の売上額でその内 11,340 

円は花守山整備計画の寄付金となります。感謝申し上 

げます。 

橋口清和君 昨日のゴルフコンペでは同伴の図師会長に 

大変迷惑をおかけしました(夜まで)。昨夜は親睦委員 

会の打合せ会を行い、新入会員の道北君、野田君の親 

睦委員会歓迎会も兼ねて行いました。 

 

☆新入会員卓話            道北淳朗君 

 このたび、高鍋ロータ

リークラブに入会させて 

頂きまして誠に有難うご

ざいます。推薦いただい

た武末君、山口君有難う

ございました。私の父も

生前クラブにお世話のな

っており、二代にわたりお世話になる事になりました。 

宜しくお願い致します。 

 私は、道北昭介の長男で、只今母と姉の三人暮らしで

あります。正しく言えば×男であります。大変頭の悪い

男でありまして甲斐性なしの男でございます。皆様方に

はその旨お分り頂いてご指導の程宜しくお願い致します。 

 私の自己紹介をさせて頂きます。 

昭和31年8月9日生まれで、父の仕事の関係で延岡生

まれです。土々呂、延岡市内、はては北浦、古江と転勤

族で、延岡では城山公園の真下が住まい、北浦では海の

前が住まいと自然の中で悪さばかりして育ちました。 

今もあります延岡の城山幼稚園、キリスト教の幼稚園

で、大変行儀しつけに厳しい幼稚園で問題児でした。ち

ゃんばら、戦争ごっこを率先してやるものですからよく

牧師さんから叱られ、きかない子でした。 

 北浦では古江保育園、漁師の子供ばかりで地元意識が

子供にもありまして、転勤族の子供はいじめられます。 

黙っていじめられるわけなく、効かんたの筆頭にすぐ

なりました。ここでも率先して悪さをするものですから

問題児でした。そのまま当時の村立古江小学校に入学し、

小2の二学期で父が教職を退職し、実家の高鍋に腰をす

える事となります。小学校では野球に夢中になり、中学

まで野球ばかりでした。勉強はまったくしない子供でし

た。中学校を卒業するに辺り、野球で私立三校、県外一

校を含む学校からお話を頂きましたが、これまた野球は

せず、映画ばかり見に行く学生生活でした。そういえば、

今の防衛相の森本さんは、中二から高一まで私の家庭教

師でした。ま～勉強しないのであきれられました。 

今のあの人を見ていると、まったく人への対応は昔と

変りなく、スマートであまり笑う方ではなかったように

覚えています。一つ覚えているのが、私の父と森本さん

に、お前は勉強せんから大坂の漫才大学に行けといつも

言われてました。今の吉本興業です。映画好きの私は、

ある東京の専門学校に映画、舞台、製作の勉強に出まし

たが、二年で学校を辞めます。これはいやで辞めた訳で

なく家庭の事情でした。でも、東映、大映、テレビ局と、

アルバイトに良く行ったものです。それから、東京生活

は上野、アメ横の輸入衣料、乾物、御茶屋をやる会社で

のアルバイトに専念するのですが、その会社の社長が、

ある日、道北映画好きなんだろう、友達が東洋現像所に

いるけど紹介するぞとの言葉、ゆらぎましたが、アメ横

のアルバイトに専念しました。 

 当時、東洋現像所といえば、日本映画社のフイルムを

全て扱う会社でした。この頃、父の紹介である方と会う

のですが、この方は皆さんも覚えがあると思いますが、

日産自動車のスカイラインという車がありますが、ケン

とメリーというキャッチフレーズで人気車でした。この

ＰＲの専属カメラマンで、ビデオカメラマンの助手の話

もありましたが、カメラには興味がなくお断りしました。

その後、25歳で一度高鍋に帰るのですが、一年で又東京

に戻ります。このままだと自分は駄目だと思い、鳥料理

店、单蛮亭、神田本店に二年契約で入れてもらい、昼間

は神田、料亭川田で仕事をしていました。单蛮亭の社長

は慶応大出のヨットマンで、日本にでも有名な方です。 

この方は、上野の以前お世話になった社長の友人で、

二年という契約は特別でした。料亭川田は、学生時代の

先輩の実家で、社長は、しこ名、出羽湊という力士で、

都内に三店舗、お店がありましたが、二年後には大手町、

全農連ビル地下、いおりに、一日通しで仕事をすること

になります。相撲界の事情には詳しくなりましたが、こ

の頃先輩に毎晩連れられ都内で飲まされました。正直、

苦痛でした。私は午前中から仕事ですから、先輩が帰る

という迄帰れませんでした。おかしいくらいです。ハチ

ャメチャでしたね～仕事覚えるのも必至でした。都内の

店を三店舗周り、31 歳で母親の頼みで宮崎に帰ります。

帰りたくありませんでした・・・。高鍋に帰りすぐ旅館

を改装して、カウンター10席だけの店を作りました。そ

れがひょうすん坊です。25年になりました。その間に私

が覚えた事は、一言で「生かされて」です。お陰様とも

思いますが、人のお陰で生かされているそのものだと思

っております。どうぞ宜しくご指導お願い致します。 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



☆野田君 高鍋ゴルフコンペ 優勝おめでとう！ 

 

  
優勝！ お米10キロ 贈呈      成績発表の河原君 

 

 

   

新入会員の紹介 石田君     新世代委員長 藤本君 

 

 

ゲスト＝高鍋ＲＡＣ会長 田中敏之君 

 

 

■観月会のご案内   親睦活動委員長 橋口清和君 

 

日時 平成24年9月27日 

   18：30～ 例会 

   19：00～ 観月会 

場所 黒木製茶内 

会費 3,000円 

 

 ＊18：00ホテル泉屋出発（明倫観光バス） 

 

 

■地区大会のご案内 

 日時 2012年11月9日(金) 記念ゴルフコンペ 

        11月10日(土) 受付 12：00～ 

10：00～11：30 会長幹事協議会 

13：00～15：20 第一本会議 

15：40～17：15 ＲＩ研修セッション 

    2012年11月11日（日） 

        9：30～11：45 第二本会議 

        13：00～14：40 公開記念講演会 

 場所 鹿児島市民文化ホール 

 

 

 

中部分区親善ゴルフコンペ（2012.9.9 開催） 

 

 

 

 

10月の例会案内 

 

10月4日  月初めのセレモニー・会員卓話 

       米山ランチ ・理事会 

10月11日 米山月間卓話・血圧測定 

プログラム委員会 

10月18日 職場訪問 

10月25日 ライラ報告・100万ドル 

 

 

 

 

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 宮崎单 宮崎観光ホテル西館 8階 

  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 サンホテルフェニックス 

 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 

 

 
 

 

 

 

 

 


