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■会長の時間         会長 武末喜久治君 

ついに最終の会長の時間と

なりました。 

先日 2020 年東京オリンピ

ック・パラリンピック組織委

員会は開催地が提案できる追

加種目について、26の協議団

体からの応募のうち野球とソ

フトボール、ボウリング、空

手、ローラースポーツ、スポー

ツクライミング、スカッシュ、サーフィン、武術の8つ

の協議団体に絞られました。今後具体的に種目を絞り 9

月末までにIOCに提案する事になりましたが、果たして

どの競技が提案されるのでしょうか。また昨日は新国立

競技場の建設をザハ・ハディド氏の設計通り建設すると

の発表がありました。2500億円と予定より900億円も余

分にかかるそうですが、そこまであのへんてこなデザイ

ンにこだわる必要があるのか疑問におもうところです。 

オリンピックの歴史のひとつとして読売新聞の記事か

ら紹介します。1909年（明治 42年）柔道の創始者であ

り教育者でもあった嘉納治五郎がアジア初のIOC委員に

選ばれ 1911 年大日本体育協会を創設し初代会長に就任

し、1912年ストックホルム五輪に団長として初参加しま 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した。1931年東京市が「紀元 2600年祝賀の一環として

オリンピック招致を決定しました。そして1936年（昭和

11 年）ベルリンオリンピックの直前の IOC 総会で 1940

年開催地が東京に決定しました。最大のライバルだった

ローマの招致延期を日本のIOC委員がイタリアのムッソ

リーニに直談判したり、東京開催に懐疑的だったラトゥ

ール会長を日本に長期招待し、いまでは規定に抵触する

手法で招致活動に成功したそうです。ただ船で何週間も

かかるアジアでの開催を成功させた影には、嘉納治五郎

の活躍がありました。 

アジアではじめてIOC委員に就任した嘉納治五郎は、

講道館の資料によると人の社会の存続発展のためには

「精力善用」「自他共栄」が必要との哲学を説き、スポー

ツを人間性を高める教育ととらえたオリンピックの創始

者クーベルタンの考えと一致したことで、クーベルタン

の後押しで東京開催が決定しました。ところが開催が決

定すると東京市や国、軍の思惑で違う方向に進み始めま

した。軍は国防上の理由として、国民の体力向上のため

として容認したが、特に剣術や山間を移動しながら弓や

鉄砲を打つ運動競技を推奨したといいます。日本の体育

が教練として変質していったそうです。ところが、1937

年（昭和12年）日中戦争が始まり準備の大幅な遅れによ

り東京5輪の開催が危ぶまれる中、77歳という高齢の身

でありながらカイロIOC総会に乗り込み東京開催の継続

をIOC委員に訴えたそうです。  総会後帰路の氷川丸の

船上で帰らぬ人となりました。2 ヶ月後五輪返上勧告が
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高鍋ロータリークラブテーマ 

   『クラブの活性化』 

6月の月間テーマ  

   ロータリー親睦活動月間 

 

 

 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．就任挨拶 

10．次週例会案内 

11．点  鐘 

12. 

 

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 

 
本日の例会案内   ＊米山ランチ    

＊三役就任挨拶   ＊直前会長幹事へお礼 

 ＊月初めのセレモニー ＊雑誌紹介  ＊理事会 
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次週例会案内 7月 9日（1889回）  

＊前年度100％表彰  ＊会員卓話  

 ＊血圧測定     

  

第 1887 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

閣議決定されました。夏季オリンピックの開催権を返上

したのは、後にも先にも日本だけだったそうでついに幻

のオリンピックとなりました。1964年（昭和 39年）に

東京オリンピックが開催され、嘉納治五郎の思いがよう

やく実現しました。そしてその 56 年後再び東京オリン

ピックが開催されますが、政治や関係者の思惑でオリン

ピックが変な方向に行かないよう、昭和 39 年の最初の

オリンピックのように、日本の復興と希望と未来を祝え

るようなオリンピックが開催されることを期待して、会

長最後の卓話とさせていただきます。1 年間、私のつた

ない話を聞いてくださってありがとうございました。 

ご静聴感謝します。 

 

☆退任挨拶         会長 武末喜久治君 

会員の皆さん、先ほども申し上げましたが、この1年

間ほんとにつたない話をお聞きくださってありがとうご

ざいました。私がまだロータリーに入会する前でしたが、

現在は退会されているロータリアンから、ロータリーに

入ると人前で話すのがうまくなるよと言われたことあり

ます。うまくなったかどうかはわかりませんが、上がら

なくなったことは収穫の一つでもあります。また、会長

をやって1人前ともいわれたことがあります。その意味

では今日やっと1人前になりました。これも有能な青木

幹事、ロータリーを1番知っている、財津さん、また支

えて下さった理事役員、委員長の方々、会員の全ての方々

のおかげだと思っています。 

みなさんどうもありがとうございました。 

 

☆退任挨拶           幹事 青木善明君 

皆さんこんにちは、毎日梅

雨のうっとうしい日々です

が、何故か今日は清々しく目

覚めが良く、私の心は晴れ晴

れです。幹事の大役を武末会

長、藤本副会長、理事役員、

スタッフの皆様の支えによ

り、お蔭様で無事に終えるこ

とが出来ることに、大変感謝いたしております。特に事

務局の財津さんは事務のノウハウを熟知しておられ、高

鍋ロータリークラブの生き字引ですのでフォロ－をして

頂き大変助かり、本当に有り難うございました。 

私は平成23年6月16日、武末会長に勧められ入会さ

せていただきましたが、毎週の例会に、会員の皆様が楽

しんで出席される姿と和やかな雰囲気に今でも大変感銘

しております。会員歴は未だ浅いのですが、幹事の声を

掛けられ、同級生というよしみで、お互いに遠慮なく意

見交換をさせていただき、学ぶ事も多く大変勉強になり

ました。今、クラブ年誌を作成中ですが一年間を振り返

ってみると、月日の経つのは本当に早いもので計画・行

事となんとか乗り切ることが出来ました。次年度は岡島

ＳＡＡのもとに副ＳＡＡとして引き続きよろしくお願い

いたします。 

皆様、一年間のご協力誠に有り難うございました。 

 

☆退任挨拶          副会長 藤本範行君 

この一年間、武末会長のも

とで副会長を務めさせていた

だきました。 2014－15の RI

テーマ「ロータリーに輝きを」

のテーマ実現に向けて、皆さ

んの積極的な協力により、ク

ラブの目標「ポジティブ・ア

クティブ・友人たれ」を合言

葉に頑張って来ました。感謝

します。特に今年度は、委員会の活性化と炉辺会合の推

奨を重点目標に掲げて、その実現に向けて、クラブ管理

運営部門長（橋口）のもとで、親睦活動委員会長（坂田）

を中心に毎月『炉辺会合』が実現しました。これは、仲

間づくりと親睦を大事にする「クラブの活性化」の実現

に大きな貢献をしたと思います。次年度も引き続き実行

して、より中身の充実に工夫を凝らしていきたいもので

す。来年、4月24日に決定した「創立40周年記念式典」

に向けても、黒木実行委員長をトップに実行委員会組織

編成も出来て、歩み始めました。 

私は、記念すべき時に次年度会長の推薦をいただき、

光栄に感じるとともに責任の重大さに緊張しています。

少しでも恥ずかしくないロータリアンになるための努力

をすべく、数多くの大会や、ロータリー・リーダーシッ

プ研究会（RLI）、会長エレクト研修セミナー（PETS）へ

の参加をしてきましたが、我ながら積極的に出席して、

少しはロータリーの本質が分かり始めました。クラブ会

長エレクトの責務について大変いい勉強をさせていただ

きました。これらを次年度に活用させていけたらと思っ

ています。 

 会長が、やむを得ない事情で例会を欠席される時は、

副会長が代行を務めることになっていますが、武末会長

はこの一年間のすべての例会に一度も欠席されることな

く、大変素晴らしい見本を見せてくださいました。お陰

で会長の時間を経験することなく終わりました。そのこ

とが最大の勉強だったと感謝しながら、会長の責任感の

強さに敬服しています。 

 至らぬことが多々ありましたことをお詫びして、副会

長の退任の言葉といたします。 

 

■出席報告         出席委員長 長野孝吉君 

 

出席状況（6/25） 

会  員  数 48名 

出 席 会 員 数 40名 

ホーム出席率 85.11％ 

前々回の修正出席率 82.98％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

❤100％出席おめでとうございます❤ 

ちょっと早いですが・・今年度で退会となるお二人へ 

長野出席委員長と武末会長より ～お元気で！ 

日高茂君は退職・野田俊一君は福岡へ転勤です。 

 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員長 坂田師通君 

<ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

武末喜久治君 1年間ありがと 

うございました。人生の勉強 

になりました。 

青木善明君 皆様のご協力に 

より一年間無事幹事の大役 

を務めさせて頂くことがで 

きました。行き届かない事も 

あったと思いますが、今後とも宜しくお願い致しま 

す。本当に有難うございました。 

茂木晃君 武末執行部一年間ご苦労様でした。 

平山英俊君 武末会長、青木幹事ご苦労様でした。 

一年間の無事な航海をお祝いします。 

木村貞夫君 一年間ご苦労様。そしてお疲れ様でした。

武末会長ありがとう。 

桑野倫夫君 武末会長、青木幹事大変お疲れ様でした。 

藤本範行君 会長、幹事の武末君、青木君この一年間 

ありがとうございました。次年度は、武末会長のこの

一年を模範にガンバリます。 

長谷川修身君 武末会長、青木幹事一年間ご苦労様でし 

た。 

坂田師通君 1年間ありがとうございました。 

岡島達雄君 会長、幹事、理事、役員の皆様一年間大変

お世話になりました。ありがとう。 

日高茂君 10 年にわたるご厚誼に感謝です。40 周年記

念行事の盛会と高鍋ロータリークラブの益々のご発展

をご祈念申し上げます。 

野田俊一君 後程転勤の挨拶をさせて頂きます。3 年間

本当にお世話になりました。  

 

☆退会に当たって          日髙 茂君 

平成17年11月に入会させて頂きましたので、10年の

在籍であります。 

この間の思いでとしましては、地区大会・IM・歯車会・

高鍋ロータリーカップミニラグビー大会・新年会など

多々ありますが、 

①一番は私のロータリーの原点である入会３カ月目に受

けましたオリエンテーションです。今も記憶にあるのは、

私一人に会長・幹事・情報委員長・推薦者の方々からロ

ータリーの歴史・意義に等に加え、ロータリアンの義務

についての話が主で、結局こ

のオリエンテーションの場

で出席 100％を約束したこと

でしょう。また、ロータリー

では頼まれたらNOは無くて、

全てYESで応えることの指導

は今でも鮮明です、この２点

は守れたと思っております。 

② 最初に広報雑誌ＩＴ委員長になった時、副委員長が 

先輩の島子さんでしたので自宅まで押しかけて委員長は

何をしたら良いのかについて指導を受けたことです。島

子さんは、ロータリーの勉強をすることそのためにロー

タリーの友をよく読んで、例会で主要点と思われるとこ

ろを紹介すること、然も「質問には答えること」でした。 

「質問には答えること」これが大変な話で、ロータリー

に造詣の深い方々から質問が有った時、後でと言うこと

は許されないので、先ず高鍋ロータリーとは何かを知る

ための高鍋の定款・細則を読み、次に標準定款・細則と

比較しその整合性を確認しました、また職業奉仕や社会

奉仕についても記事が多いのでその一部でも分かればと

の思いで、手続き要覧やロータリーの源流を読みあせり

ましたが、今もロータリーが何かを説明できないのが残

念です。 

③ 私は、もともと上下関係がはっきりした縦組織の勤 

め人、ロータリーは会員対等・役職は持ち回りと言う横

組織でかつ、それぞれ個性が豊かな皆様とお付き合いを

いただくことでロータリーは人生の道場と言われる所以

であることが少し分かった様な気がします。 

④ 本日、チラシを１枚配布させて頂きました、電話等 

で困られた時の参考にして頂きたいです。これで解決し

ない場合は電話いただけましたらお手伝いさせて頂きま

す宜しくお願いします。 

高鍋ロータリークラブに入会させて頂いたおかげで、 

素晴らしい先輩の方々を含め多くの方とお付き合いを頂

いたことは私の人生の中で大きな財産であります。 

最後になりましたが、40周年記念行事が盛大に挙行さ

れますこと、高鍋ロータリークラブの更なる発展をご祈

念申し上げます。ありがとうございました。 

  

   

転勤のご挨拶 野田俊一君   木村君SAAお疲れ様でした    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


