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毎 週 木 曜 日 12：30～１３：３０

例 会場

ホテル泉屋

事務所

宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１
３６８-４
ホテル泉屋内 TEL/FAX 0 9 83 -2 1- 16 36

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
12.

本日の例会案内
＊外部卓話―高鍋信用金庫主任 宮本祐輔様
＊100 万㌦
＊ガバナー補佐 押川弘巳様

第 1871 回

藤 本 範 行
青木 善 明

例会日

第 1872 回 平成 27 年 2 月 26 日プログラム
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

事

武 末 喜久治

例 会内 容

＊
■会長の時間
会長 武末喜久治君
先日の日曜、第 8 回高鍋ロー
タリーカップミニラグビー
大会がありました。ロータリ
ーデーも同時実施というこ
とで、木浦君には前日より骨
折ってもらいました。8 時半
に小丸川河畔運動公園に着
くとすでに県内外のちびっ
こラガーマンや父兄、関係者
1000 人位の人で埋まっていました。石田君をはじめ児湯
ラグビー協会や川南や高鍋のクラブチーム、OB のボラン
ティアのおかげで大会もスムースに運営され感謝してお
ります。9 時半より開会式が行われ町長や児湯ラグビー
協会長の挨拶の後各会場で試合がはじまりましたが、1・
2 年の子のラグビーは微笑ましくもありまた 5・6 年生の
部などは体格の良い子供もいて、高校生並の迫力あるプ
レーもみられました。石田君をはじめ、児湯ラグビー協
会の方々の、このような活動が底辺の拡大、普及につな
がり将来高鍋高校が花園で優勝するのが楽しみです。
ロータリーデーですが、会場の本部席の横に募金箱を
構え、
ポスターと写真をおいてポリオ撲滅を訴えました。
又 2 手にわかれ募金箱を持って会場の周りで観戦して

２F

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』
2 月の月間テーマ
世界理解月間
次週例会案内 3 月 5 日（1873 回） ＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊会員卓話―坂田師通君 ＊例会終了後理事会
いる父兄の方々に募金のお願いをし、一緒にバッジを配
布し総額 20,822 円の寄付が集まりました。20 人の参加
者があり大変お疲れ様でした。
ありがとうございました。
ラグビーのはじまりの説にこういう話があります。
1823 年秋イギリスのラグビーという名の高校でフッ
トボールの試合が行われました。ここでいうフットボー
ルは サッカーのことです。ウイリアム・ウエッブ・エ
リスという 16 歳の少年が試合中ボールを両手でキャッ
チしました。ラグビー校式フットボールではボールを手
で扱う事が認められていてこれは反則でもなんでもない
のですが、当時のルールによると、エリスはうしろに走
るか、ボールをプレースし誰かに蹴ってもらうか、ある
いは自分で蹴るかいずれかを選択しなければいけなかっ
たそうです。彼はルールを破ってゴールを目指して手で
持って前に向かって走りだしました。ランニングインと
いうそうです。このエピソードはラグビー校の校友誌に
1830 年版に掲載された｛1820 年代のフットボール｝と題
された記事によって世間に公表されたそうですがエリス
がランニングインしたゲームがどうなったのかはわから
ないとかいてあるそうです。このランニングインがラグ
ビー校のフットボールルールとして正式に採用されるの
はずっと後の 1841 年で、一度地面で跳ねたボールに限
りランニングインを正式に認めたそうです。それまで学
校によって独自のルールを定めてプレーしていたフット
ボールが 1850 年代に徐々にまとまり始め手でボールを

扱う事を認めるラグビー校と、手の使用を禁じるイート
ン校グループの 2 大勢力に別れ始め 1863 年のロンドン
第 1 回フットボールアソシエーション会議でルールの統
一が議論されたがまとまらず、分裂しラグビーとサッカ
ー決別した歴史的会議となりました。
1871年
（明治4年）
イングランドラグビー協会が設立され世界最初のテスト
マッチが行われました。きっかけを作ったといわれるた
くさんの少年達の一人、伝説のエリスはラグビー校を卒
業後英国国教会の聖職者となり、最後は療養の為訪れて
いた南フランスのコートダジュール付近で 1872 年永眠
したそうです。65 歳でした。ラグビーの面白さのひとつ
にボールが楕円のため地面で跳ねたときに思わぬ方向へ
いってしまうイレギュラーバウンドがあげられます。場
合によっては、その変な跳ね方で試合を大きく変えてし
まうこともあります。ところでラグビーボールはなぜ楕
円形なのかご存知ですか。諸説ある中で、1800 年当時は
重くて丸い形をしていたそうです。そこでラグビー校の
生徒に軽くてよく飛ぶボールを作って欲しいと頼まれた
職人が試しに豚の膀胱をチューブにしてふくらませて、
皮で覆ったものを作ったところ軽くてよく飛ぶボールが
できたそうです。しかし豚の膀胱は細長いのでどうして
も楕円形になってしまいましたが、おちてどこにころが
るかわからないのでこれは複雑でおもしろいということ
で定着したとかいわれています。もちろん今はそのよう
なものは使っていませんが、
名残が残っているそうです。
どちらに転がるかわからないので人生はラグビーボール
のようだといわれているそうです。しかしどちらにころ
がるかわからないわけではないようで「ボールは努力し
た者の方にころがる」だそうです。
きょうはラグビーにちなんだ雑学でした。
■幹事報告＜文書案内＞
＊ 3 月のロータリーレート
1 ドル＝118 円
＊「第 4 回 高鍋大師花守山
植樹祭」のご案内
日時 平成 27 年 3 月 15 日
受付 9：00～
植樹 10：00～13：00

■出席報告
出席状況（2/19）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

幹事 青木善明君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 高橋康朗君
<ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
茂木 晃君 お見舞いお礼
木村貞夫君 新入会員の小泉君
の卓話楽しみにしています。
先輩としてうれしいです。
藤本範行君 本日は小泉君の
新入会員卓話を楽しみにして
います。
曽我部幸夫君 結婚記念のお祝いありがとうございまし
た。夫婦力を合わせて頑張っていきます。
小泉 潔君 入会できたことを感謝します。
入会したばか
りで卓話ができる事を感謝します。今後ともよろしく
お願いいたします。

☆新入会員卓話

小泉 潔 君

共生クラブ主宰
（人生の語りべ）
私は延岡市土々呂
町出身で63 歳になり、
40 年間 宮崎県警察
官として勤務しまし
た。
警察官としては、高
鍋署を振り出しに、宮崎北署・日向署・延岡署・日南署
などを歴任し退職後は高鍋町に住んでいます。
警察官としての仕事は、交通課・刑事課・生活安全課
の勤務をし、警察業務全般の経験があります。
息子が療術師をしていた関係で、先生の指導を受け、
還元陶板浴を備えた「健康倶楽部オレンジみかん」を開
設しました。
その後、私は∞共生クラブ主宰し、
「あけぼの相談所」
を開設し、父の教えである「転ばぬ先の杖」を念頭にし
て、社会に奉仕するため「相談所」「講演」という形で
警察官として経験した実話を通し、皆様に助言すること
で参考にしていただければと思っています。
今後ともよろしくお願いします。

出席委員長 長野孝吉君

47 名
32 名
68.09％
82.98％
石田喜克君

石井秀隣君

海軍五省
柴垣君が学んだ海軍兵学校の五省を掲載しました。
五省は昭和７年、
第 34 代海軍兵学校長｢松下元
（はじめ）
少将｣の発案により、
生徒各自の行為を反省させて明日の
修養に備えさせるため、5 か条の反省事項を考え生徒に
実施させました。
海軍兵学校では、夜間｢自習止め５分前｣のラッパが
鳴り響くと、生徒は素早く書物を机の中に収めて、粛然
と姿勢を正し、その日の当番生徒が、「五省」の各項目
に問いかけ、その他の生徒は瞑目し、心の中でその問い
に答えながらその日一日の自分の行動について自省自戒
していました。
江田島で学んでいる海上自衛隊第１術科学校及び海
上自衛隊幹部候補生学校の学生たちは、旧海軍時代の伝
統を受け継ぎ、現在でも兵学校時代と変わらぬスタイル
で毎晩自習終了時刻の５分前になると、五省の唱和によ
り自分を顧みて、日々の修養に励んでおります。
江田島で学んでいる海上自衛隊第１術科学校及び海
上自衛隊幹部候補生学校の学生たちは、旧海軍時代の伝
統を受け継ぎ、現在でも兵学校時代と変わらぬスタイル
で毎晩自習終了時刻の５分前になると、五省の唱和によ
り自分を顧みて、日々の修養に励んでおります。
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至誠に悖るなかりしか
言行に恥ずるなかりしか
気力に欠くるなかりしか
努力に憾みなかりしか
不精に亘るなかりしか

3 月の例会案内
3/5

1873 回 月初めのセレモニー 雑誌紹介
会員卓話―坂田師通君
米山ランチ 理事会
3/12 1874 回 ＰＥＴＳ報告―藤本範行君
血圧測定
3/19 1875 回 ＩＭ報告
プログラム委員会
100 万㌦
3/26 1876 回 観桜会 夜間例会

『メ－クアップしましょう』

月

火

（提供＝武末喜久治会長）
水

木

金
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

県内近隣クラブメ－クアップ会場
出席委員会
宮崎南
宮崎観光ホテル西館 8 階
宮崎東
ウェルシティー宮崎
日向東
はまぐり荘
宮崎
宮崎観光ホテル
西都
ウェディングパレス敷島
都城北
都城ロイヤルホテル
日向中央
はまぐり荘
宮崎北
ホテルマリックス
都城西
ホテル中山荘
佐土原
シェラトン・グランデ・
オーシャンリゾート 5 階
宮崎中央
サミット・クリスタルルーム
都城中央
ホテル中山荘
宮崎西
宮崎観光ホテル
日向
喜重会館
都城
メインホテルナカムラ

