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第 1892 回 平成 27 年 7 月 30 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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．新年度親睦会
10．次週例会案内
11．点 鐘

本日の例会案内
＊夜間例会＆新年度親睦会
於；樹樹
例会 18:30～
例会終了後～親睦会
＊

第 1891 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 藤本範行君
こんにちは！今日の例会は特
別に楽しみにしていました。
我々高鍋 RC との友好クラブ
である米沢上杉ロータリークラ
ブの今年度会長の佐藤洋行君が
はるばるビジターとして来て下
さいました。さらにゲストとし
て、
8 月から新入会員になられる
予定の九電の甲斐くんが来てくださったからです。今日
は、米沢上杉 RC との縁がどこから始まったのか？どうし
てここに佐藤会長がここにこうして座られていらっしゃ
るのか？ほとんどの方がご存知だとは思いますが、とて
もタイムリーなので、初めての甲斐くんのためにもお話
させていただきます。
高鍋と米沢を結ぶきっかけは、何といっても江戸時代
にさかのぼります。250 年ぐらい前に江戸屋敷と米沢藩で
大活躍をした名君、上杉鷹山公の存在です。鷹山公は、
1751 年に高鍋藩主・秋月種美（たねみつ）の次男として
江戸屋敷に生まれました。長男は秋月藩７代藩主になっ
た種成公です。幼い頃から利発であった松五郎は、祖母の
豊姫が米沢藩出身という縁によって優れた人間性を見込
まれて 10 歳の時に米沢藩主上杉重定の養子となりました。

2730 地区ガバナー

野中 玄雄

中部分区ガバナー補佐
橋口 正樹
RI テーマ 『世界へのプレゼントになろう』
第 2730 地区テーマ『奉仕は力！活かそう例会』
高鍋ロータリークラブテーマ
『創立 40 周年へのプレゼントになろう』
7 月の月間テーマ
クラブ親睦月間
次週例会案内；8 月 6 日（1893 回） ＊米山ランチ
＊月初めのセレモニー ＊入会式
＊雑誌紹介
＊会員増強月間卓話
＊理事会
17 歳で元服して治憲と名乗り、第 10 代藩主となりま
したが、その時に米沢藩は、莫大な借金を抱えて、民衆も
大変苦しんでいました。鷹山公は、これらを乗り越えるた
めに、自ら模範を示し、節約しながら新たな産業を起こし
て財政の立て直しに全力で取り組みました。35 歳で引退
後も政治に参加し、いぜき建設などの大事業を完成させ、
養蚕・織物・和紙・陶磁器などの産業を盛んにしました。
この時の諸政策や様子については、話せば長～くなりま
すので割愛します。昭和になって 1961 年にケネディ大統
領が来日した時、尊敬する日本の政治家は誰かと聞かれ
たときに「上杉鷹山」と答えたことから、鷹山公は一躍全
国的に有名になりました。1968 年には、高鍋町長が初め
て公式訪問をして、姉妹都市の締結が成立しました。その
後、我がロータリークラブにも、米沢信用金庫を通して、
米沢の四つのロータリークラブと友好クラブ締結の誘い
がありました。四つの RC のうち、鷹山公との縁がより深
い「米沢上杉 RC」からの誘いが強く、友好クラブの締結
の運びとなったのです。米沢では、上杉鷹山公生誕 250 年
祭が盛大に開催され盛り上がっている最中でした。米沢
上杉 RC から現在の 2800 地区ガバナーの酒井さん始め 3
名で友好クラブ締結のために高鍋まで来ていただき、高
鍋 RC でも前向きに検討することになり、新たな歴史の 1
ページが刻まれたのです。今から 12 年前の平成 15 年、
米沢上杉 RC 創立 40 周年記念の年のことです。この年の
２月に当時の会長や橋口君らが米沢の灯篭まつりに挨拶
を兼ねて行き、その時ここに座っておられる佐藤会長に

は、大変お世話になったそうです。40 周年記念式典には、
10 名で参加して大変な歓迎を受けています。それ以来、
米沢上杉 RC さんとのお付き合いは、友好クラブをはる
かに越えた親戚付きあいが続いています。50 周年記念式
典の際も大変なお世話をいただきました。私も個人的に
もお世話になり、米沢に行くのが楽しみでたまりません。
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 中武泰一郎君
＊西都 RC8 月例会案内
＊佐土原 RC8 月例会案内
＊中部分区会長幹事会案内
日時 2015.8.19（水）19 時
場所 宮崎市光辰
＊鹿児島 RC、鹿児島西 RC、鹿児
島中央 RC 例会場事務局変更案内
■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 岩切洋君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

佐藤洋行様 米沢上杉 RC 会長にな
りました。1 年間よろしくお願い
します。来年の周年には大勢で参
加させて頂きます。山形の地区大
会には是非ともお越し下さい。
藤本範行君 米沢上杉ロータリー
クラブよりはるばる高鍋の例会においで戴き大歓迎致
します。九電の甲斐所長様ようこそおいで下さいまし
た。8 月より仲間入りですね。よろしくお願いします。
中武泰一郎君 米沢上杉 RC 会長の佐藤洋行様をお迎えし
て。よろしくお願い致します。
橋口清和君 おばんです。 米沢上杉ロータリークラブ
会長佐藤君ようこそ心より歓迎致します。
井上博功君 佐藤さん遠い米沢から高鍋にようこそいら
っしゃいました。歓迎致します。
図師義孝君 佐藤会長をお迎えして。ようこそ高鍋に歓
迎致します。又このたびはおめでとうございます。
岩切洋君 米沢上杉 RC 佐藤会長様、九州電力甲斐所長様
をお迎えして。
山口順一君 佐藤会長をお迎えして。
岡島達雄君 甲斐様、佐藤様 高鍋クラブにお越しいた
だきありがとうございます。
お蔭様で我がクラブに新し
い風が吹きます。
木村貞夫君 米沢上杉おロータリークラブ会長をお迎え
して。ようこそ雨の高鍋へ。九州電力所長甲斐様をお迎
えしてありがとうございます。
■出席報告
出席状況（7/23）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率

米沢上杉 RC 会長 佐藤様

九州電力所長 甲斐様

☆クラブ協議会―年間活動計画
奉仕プロジェクト部門長 桑野倫夫君
この委員会にはロータリーの優
先的な奉仕活動として奨励され
ていますもっとも重要な（職業奉
仕委員会）(社会奉仕委員会)
(国際奉仕委員会)と（青少年委員
会）の委員会があります。
それぞれの活動方針、活動計画
に付きましては各委員長さんか
ら報告がありますが、その中で地区補助事業としまして、
3 年計画で行っております未来の夢計画。今年が最後にな
りますが支援していきます。この事業は障害を持たれて
いる方に蚊口浜でサーフィン。ボートなど、なかなか海に
触れ合うことが出来ない子供たちに体験してもらう。
（昨
年度は今年の 5 月に実施しました。
）今年 1 年間 4 委員会
の活動支援をしていきたいと考えております。

会員増強 黒木君

広報雑誌 IT 緒方君

職業奉仕 河野君

社会奉仕 図師君

出席委員長 石井秀隣君
45 名
34 名
77.27％
％
青少年奉仕 曽我部君

R 財団 柴垣君

