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３６８-４

ホテル泉屋内

第 1834 回 平成 26 年 5 月 15 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト
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．会員職業卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内 ゲスト＝顔 明敏様（米山奨学生）
＊会員職業卓話―木村貞夫君
＊ポリオ BOX
＊血圧測定

第 1833 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 石田喜克君
2 週間のご無沙汰です。
5 月 1 日は、特別休会の
為、お休みでした。
今月は、次年度準備月間
となっております。
早いもので、就任後 10
ヶ月が過ぎてしまいました。
会員の皆様のご協力のもと
年間プログラムも順調に推
移しております。残り 2 ヶ月間で大事な新規事業が残っ
ております。それは、未来の夢計画助成金を活用する障
害者にサーフィンとタグラグビーを体験させる高鍋 RC
独自の事業です。今月の 24 日（土）に蚊口浜で実施致し
ますので会員の皆様のご協力をお願い申し上げます。
計画通りに実施できてない事業も残っておりますが
残された期間を誠心誠意頑張らして頂きますので宜しく
お願い致します。
今月の誕生祝 7 名、結婚祝い 3 組の方々に心からお祝
い申し上げます。
本日も、ロータリーを楽しみましょう！
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2730 地区ガバナー

大迫 三郎

中部分区ガバナー補佐
尾﨑 敏弘
第 2730 地区テーマ
『職業奉仕の実践』『感動』
高鍋ロータリークラブテーマ
『みんなで力を合わせて行動を』
5 月の月間テーマ
次年度準備月間
次週例会案内；5 月 22 日（1835 回）
＊明倫賞授賞式＝佐藤秋治様
＊例会終了後プログラム委員会
■幹事報告 ＜文書案内＞
幹事 岩切 洋君
＊月信 5 月号の誤植の報告と
お詫び（10P）
＊2013－2014年度第3 回地区
運営委員会案内
日時 平成 26 年 6 月 22 日
場所 サンホテルフェニックス
＊第 43 回ローターアクト幹
部研修会案内
日時 平成 26 年 5 月 31 日～1 日
場所 霧島市国分公民館
＊次年度クラブ研修リーダー登録のお願い
＊中部分区現・次期会長幹事会案内
日時 平成 26 年 6 月 12 日（木）18：30～
場所 ホテルマリックス
＊次年度地区委員と次年度会長幹事打ち合わせ会
日時 平成 26 年 6 月 18 日（木）18：30～
場所 ホテルマリックス 2F
■出席報告
出席状況（5/8）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

出席委員長 野田俊一君
48 名
35 名
74.47％
93.61％

❤月初めのセレモニー
お誕生日おめでとう！ 柴垣君、河原君、池部君

結婚記念日おめでとう！柴垣君、茂木君、向山君

■ＢＯＸ披露
親睦活動副委員長 森本直樹君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
石田喜克君 5 月の誕生祝いの
7 名の方々、結婚祝いの
3 組の方々を心よりお祝
い申し上げます。
向山健一君 結婚記念祝いの
お礼として。
茂木晃君 結婚記念祝いのお礼。
河原好秋君 誕生祝のお返し。
後期高齢者になりました。
中武泰一郎君 家内が体調を崩して一年が経ちました。
娘たちの力も借りながらこれからも支えていきたいと
思います。
池部文仁君 誕生祝のお返し。
ありがとうございました。
柴垣復生君 誕生祝及び結婚記念日の祝いありがとうご
ざいました。
☆情報委員会便り（May）
R 情報委員長 平山英俊君
標語とロータリーソング
ロータリーの標語
第一標語 「超我の奉仕」
第２標語 「最もよく奉仕する
者、最も多く報いられる」
国際ロータリーの最初の
標語は「最もよく奉仕する者、
最も多く報いられる」で、1911 年 8 月に米国オレゴン州ポー
トランドで催された第 2 回ロータリー大会で承認された。こ
れは、シカゴのロータリアン、アート・シェルドンによって提
言されました。同じ頃、米国ミネソタ州のミネアポリス・ロータ
リークラブ会長であったベンジャミン・コリンズは、ロータリー
クラブを組織するのにふさわしい方法は、彼のクラブが採

用していた「無私の奉仕」を根本精神としてあるべきと提唱
した。これら二つのスローガンが少し修正され、1950 年の
デトロイト国際大会で、「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」と「超我の奉仕」の二つが、公式標語として正式に
承認されました。
1989 年の規定審議会は、利己的でないボランティア奉仕
の哲学を最も良く言い表している「超我の奉仕」を、ロータリ
ーの第一標語とした。 2004 年、第二標語に変更が加えら
れたが、邦訳は同じく、「最もよく奉仕する者、最も多く報い
られる」となりました。
ロータリーソング
1905 年、5 人目の会員となったハリー・ルグルスは歌うこと
が趣味で、この巣立ったばかりのグループのある例会で、
ハリーは椅子の上に飛び上がり、一緒に歌うよう呼びかけ
たのが発端で、間もなくロータリーの例会で歌うことが習慣
となった。
日本のロータリーソング
日本で現在うたわれている「奉仕の理想」や「我等の生
業」は1935年（昭和10年）京都で行われた地区大会で新作
の日本語ロータリーソングとして発表された。 戦後に作ら
れたロータリーソングとしては、1951 年（昭和２６年）に東京
ＲＣの矢野一郎さんの作詞作曲によって「手に手 つないで」
が、1953 年に「それでこそロータリー」が作られた。1973 年
（昭和４８年）には東京世田谷ＲＣの楠本憲吉さん作詞、古
関雄而さん作曲により「日も風も星も」が作られています。本
日のソングが「日も風も星も」でしたのは、作曲が古関雄而
さんにちなんだものです。古関裕而(本名、古関勇治)は、
戦前においては「露営の歌」、「暁に祈る」等、戦後の荒廃し
た社会の中にあっては「とんがり帽子」「長崎の鐘」等明るい
歌謡作品を発表。さらに、菊田一夫氏とのコンビで昭和 22
年以降はラジオ・ドラマ「鐘の鳴る丘」「さくらんぼ大将」「君
の名は」等の主題歌を。又、昭和39 年は東京オリンピックの
選手入場行進曲「オリンピック・マーチ」 を作曲している。
これらが日本人の作詞・作曲であるのに対し、1973 年に
作られた「四つのテスト」は、作曲者として相模原南ＲＣの水
谷暢宏さんしか記載されていないのは、元々和訳されてい
た四つのテストに曲をつけたものと思われる。
世界中のロータリアンが歌う共通の曲はないのかというと、
例えばＧＳＥが来訪された時など、外国のロータリアンは、
「R－O－T－A－R－Y」なら、一緒に歌えるのですが、他
の歌はチンプンカンプンという事になります。
例会の初めに国歌を歌うクラブもあります。当ＲＣも、第
一例会の最初に「君が代」を斉唱します。
６月情報委員会便り (Ｊｕｎｅ）予告;「会員の義務と特典」
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜情報の広場＞
このコーナーでは、親睦に役立つ情報を常に募集して
います。
＜クラブ会報委員会より＞
平山君、岡島君、毎回勉強させていただいて、ありが
とうございます。ロータリアンが減少している事実、
深刻に受けとめる必要があると感じました。

