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例会日

第 1865 回 平成 27 年 1 月 8 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
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

事

武 末 喜久治

於；ホテル泉屋

例 会内 容

■会長の時間
会長 武末喜久治君
＊
みなさんこんにちは。
衆議院選挙が終わり予
想通り自民党・公明党の圧
勝で、アベノミクスなどの
信任が得られたとして第 3
次内閣を発足させること
になりました。かつて師走
になると、商店街が活気づ
き、ジングルベルの音楽が
どこからか聞こえ、福引所
のまえには人だかりができガラガラの音がたえることが
なく当たりくじの鐘を鳴らす元気なおじさんの姿はあり
ましたが、あの街はどこに消えたのでしょうか。地方の
衰弱をどうにかしていただきたいと思います。
今日は、今から 125 年前の 12 月 18 日東京上野の上野
公園に皆さんご存知の西郷さんの銅像が建立され除幕式
が開催された日です。西南の役で逆徒となった西郷隆盛
でしたが、明治 22 年大日本帝国憲法発布に伴う大赦に
よって名誉が回復され正 3 位が遺贈されました。
吉井友実ら薩摩出身者が中心となって西郷の功績を
後世に残すため、建設計画が始まり、宮内省より 500 円
が下賜され、さらに全国 2 万 5 千人余りの有志の寄付金
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2730 地区ガバナー

田中 俊實

中部分区ガバナー補佐
押川 弘巳
RI テーマ・第 2730 地区テーマ
『ロータリーに輝きを』
高鍋ロータリークラブテーマ
『クラブの活性化』
1 月の月間テーマ
ロータリー理解推進月間
次週例会案内 1 月 15 日（1866 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ
＊雑誌紹介 ＊会員卓話 ＊血圧測定 ＊理事会
があつまり建立されました。
身長 182 センチ体重 114 キロだった西郷像の制作は高
村光雲、傍らの犬は薩摩人の後藤貞行、鋳造は京都の鋳
造師・岡崎雪聲の制作で、で高さ 370 センチ胸囲 256.7
センチ足 55.1 センチあるそうです。
西郷には信頼性のある写真が一枚も残っていなかった
ので、明治 8 年紙幣印刷技術の指導のため招聘されたイ
タリア人エドアルド・キョッソーネの描いたコンテ画を
元に西郷の知己・親戚にいちいち聞き石膏像や木彫も幾
度も修正して制作をすすめたそうです。光雲は西郷の特
徴ある唇（なんとも言えない魅力と情愛に弱いところが
同居している唇）を最後まで表現しきれないことに苦し
んだといいます。愛犬を連れ、腰にわらの兎罠をはさん
で兎狩りに出かける姿はいとこの、大山巌が思いついた
そうで、西郷の真面目は一切の明利を捨てて山に入って
兎狩りをした飾りのない本来の姿こそにあるとして発案
したそうです。お気に入りの薩摩犬であった雌犬のツン
は作成時には死んでいた為、海軍中将・仁礼景範の雄犬
をモデルにして作成されました。
ところが公開の際に招かれた糸子夫人は「宿んしはこ
げんなお人じゃなかったこてぇ」と大騒ぎしたといいま
す。この言葉が顔のことをさすのか、浴衣姿の銅像をみ
て、人前に出るときはきちんとした服装しかしなかった
という西郷のことをさすのか、後に西郷の顔の謎として
残りいまだに写真が発見される毎に真贋論争が起こるよ
うです。除幕式は、西郷の死後 21 年を経た明治 31 年の

12 月 18 日、時の総理大臣・山形有朋、勝海舟、大山巌、
東郷平八郎、山本権兵衛、黒田清隆、谷干城、榎本武揚、
英国公使アーネストサトー等名だたる人が 800 名程参加
して盛大に行われたそうです。
当時の新聞記事によると、
「当日公園の入口には紅白
の国旗を翻し、式場を銅像の周りに設け、憲兵、巡査等
これを警戒して、
午前9 時頃より来賓続々として来たり、
10 時頃より建設委員長 樺山伯ご報告あり、次に除幕委
員長 川村伯は、南は西海台湾、北は北海道より祝辞を
いただき又多数の隣席を得たるを謝し、翁は実に自愛に
富み、義に厚きひとなりき、故に本日の盛典を見るに至
りしは翁が盛徳の致すところなりと述べられた。次に山
県総理大臣の祝辞あり、次に勝海舟伯爵に代わり川村伯
爵は勝伯爵の和歌を朗読し、尚、昔江戸 100 万人の市民
が戦争の被害に合わずにすんだのは全く二雄（勝・西郷）
の力なり、今や幽明（あの世とこの世）ところを異にす
るも両雄一場に会す、勝伯爵の心事深く察すべしものと
述べられられた。この時西郷公爵（西郷従道）令嬢の手
によりて幕が開かれたり、その銅像、右手に猟犬を携え、
左手に短刀の鞘を押さえ・・・犬を引き兎を追う…銅像
の周りは鉄柵をもって巡らし銅像は御影石の基台座の
上に建てられ、基台に誌刻まれる。この時楽隊は楽を奏
し、場内は拍手喝采の声粋が如し」と弁士口調ですが
盛大におこなわれた模様を描写しています。
式典は 12 時
頃散会となったそうです。
西郷隆盛を語るには到底時間が足りませんし、改めて
西郷については話させていただきたいと思います。また
皆さんも私以上に詳しい方がいらっしゃるかと思います。
今日は西郷さんの銅像除幕式にちなんで、お話させて
いただきました。
■幹事報告＜文書案内＞
副会長 藤本範行君
＊1 月のロータリーレート
1 ドル＝118 円
＊鹿児島４ＲＣの例会場及び
事務局変更案内
＊月信原稿寄稿のお願い
「エンドポリオナウ、ロータ
リーデ―」に因んだもの
文字数 1000～1200 文字
写真 1～2 枚 1 月号～随時
＊なでしこ委員会より活動報告
「ロータリーデ―：東日本大震災災害復興支援を通じた
絆の実現」
日時 2015 年 2 月 1 日（日）12：30～16：00
場所 鹿児島市アイホール
登録料 1,000 円
＊加治木ＲＣ例会場変更のお知らせ
＊佐土原ＲＣ例会場変更のお知らせ （1 月より）
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート 5 階
＊佐土原ＲＣ1 月の例会案内
＊西都ＲＣ1 月の例会案内
＊2015-16 年度地区役員就任のお願い

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 坂田師通君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
＊藤本範行君 今年最後の例会
を迎えて無事副会長の任務を
半期終えることができまし
た。皆様との温かい交流に感
謝しています。
よいお年をお迎えください。
坂田師通君 今年 1 年ありがと
うございました。
■出席報告

出席委員長 長野孝吉君

出席状況（12/11）
会
員
数
46 名
出席会員数
38 名
ホーム出席率
82.61％
前々回修正出席率 86.67％

☆クラブ協議会（半期報告）
○会計
正会計 鍋倉春代君
副会計 岩下盛朗君
私鍋倉と、副会計の岩下さんと
二人で早くも半期が過ぎてしま
いました。活動方針も予算の運用
支出もすべて理事会にかけても
らっていますので予算の運用は
大丈夫かと思います。
活動計画も会費の完全完納とは
今は言えませんが未納者へのア
ドバイスも含め連絡を取りながら、財津さんにはまた未
納者の方に請求書を出してもらいました。いつも会員の
皆様には出費も手出しも多くご迷惑をかけていますが、
あと半期宜しくお願いします。
○奉仕プロジェクト部門 国際奉仕委員会
委員長
石田喜克君
副委員長 岩村文夫君
委員 柴垣復生君
方針は、国際理解と国際親善
の推進。活動報告は、8 月 28 日
の例会でドイツ在住の 幸代・
ＢＥＣＫＥＲ夫妻の卓話を実
施。書き損じはがきの回収依頼
を 2 回実施。継続中。

○青少年・ローターアクト委員会
委員長 中武泰一郎君
副委員長 茂木 晃君
委員 河原好秋君

今年度は、ローターアクト
の活動が休止となりとりたて
た活動はありませんが、９月
の新世代月間に地区ローター
アクト副委員長の松本洋一郎
においでいただき、ローター
アクトの活性化についての卓
話をして頂きました。
来年１月１７日・１８日の、宮崎県中部分区青少年指
導者養成研修会（ライラ）には、黒木本店より、白石君・
久保君の２名を参加させていただける事になりました。
武末会長・青木幹事と共に、研修の様子を見てまいり
たいと思います。
残り半期もよろしくお願いいたします。

1 月の例会案内
1/1
1/8
1/15

祝日休会
夜間例会 新年会
月初めのセレモニー 米山ランチ 血圧測定
雑誌紹介 会員卓話―高橋康朗君
理事会
1/22 外部卓話―藤原一信様
プログラム委員会
1/29 外部卓話―高鍋税務署長 境 弘行様
100 万ドルランチ

○ロータリー財団・米山委員会
委員長
岡島達雄君
副委員長 井上博功君 委員 松村悟郎君
十分な活躍ができませんで
した。前期の実績としては、次
の３つである。
１．ロータリー財団
未来の夢計画「障害者サーフ
ィン・ミニラグビー大会」は、
悪天候のため，５月に延期と
なった。11 月財団月間卓話
は、井上地区財団委員会委員
が実施した。エンドポリオ活動へは、全員一人当たり
３千円を寄付する。
２．米山奨学
顔 明敏君 宮崎大学大学院で学位取得
汪 南雁君 大阪大学大学院で来春学位取得見込。
３．ポールハリスフェローおよび米山功労者候補数は、
例年通りである。
ご協力いただいた会員の方々に篤く感謝申し上げます。
宮崎分区ロータリー勉強会 便り
クラブ研修リーダー 岡島達雄君
今後の日程等
年６回（うち１回は新入会員研修、１回は反省会）
会場
ホテルマリックス、
日程
食事 午後６：３０～７：００
勉強会
７：００～８：３０
対象
現・次期クラブ役員、入会３年未満の会員、
ほか有志
次回
２月４日（水）
備考 参加者は、メークアップ扱いとなるようクラブ
理事会でご検討頂きたい。
過去６回の参加者は、４８名、延べ６４名
うち当クラブからは、５名（延べ９名）が参加

今年も一年間お世話になりました。
来年も宜しくお願いいたします。

