
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間          会長 藤本範行君 

 皆さんこんにちは。 

本日は、広島に原爆が投下

されて 70年、「原爆の日」で

す。8時 15分には、原爆死没

者 14 万人の慰霊に黙祷を捧

げながら、「核兵器の廃絶」を

誓われたことと思います。私

たちは、先ほど黙祷を捧げま

したように、中身の異なる黙祷を二度にわたっていた

しました。我がロータリークラブの重鎮であられた島

子勝芳さまが、先日お亡くなりに成りなり、92歳のご

立派な生涯を閉じられました。ここにおられるほとん

どの方が、3 日のお通夜、4 日の告別式に出席されて、

最後のお別れをされたとは思います。本日は、改めて

故人のご冥福を心を尽くしてお祈りいたします。私は、

31 日から所用のため大阪に行っていました。1 日の朝

に中武幹事からの電話連絡でいち早く知ることができ

ましたが、驚きと深い悲しみで胸を痛めた次第です。

帰りの時間を早めることができまして、通夜にはなん

とか間に合いましたが、誠に残念でなりません。 

通夜の席で 金光教の教祖様にお聞きして、知った 

ことをお話しさせていただきます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

島子さまは、大正 12年に鹿児島でお生まれになりま

した。18歳で一度満州に赴かれ、20歳で徴兵されてか

ら再度満州に行きそこで終戦を迎えられました。終戦

後は極寒のシベリアに抑留されたそうです。さぞかし

辛い毎日を送られて、死ぬような思いをされたことと

思います。その後無事に帰還され、帰還兵としての重

荷をずうっと背負って生きてこられたようです。仕事

面では、現在の島子商店の前身である柳田商店から屋

号を変えて 60年間、多大なる尽力により児湯郡の産業

の発展に寄与されて来られました。 

 高鍋ロータリークラブ創立（1976.6.17）の昭和 51年

の半年後に、岩下君、茂木君と共に入会されておられ

ますから、RC歴は、実に 39年に及ぶ大先輩でありまし

た。創立 40周年を一緒にお祝いしたかった思いでいっ

ぱいです。この間の島子さんのロータリーにおける活

動と貢献ぶりについては、平山君が高鍋 RCを代表して、

告別式で弔辞を読まれました。大変素晴らしいお言葉

でした。感謝申し上げます。本日は、島子さんの追悼を

込めて、同期に加入された茂木君と関君に、島子さん

のエピソードを交えて思い出のお話しをしていただき

ます。それではよろしくお願いします。 

 

＜理事会報告 2015.8.6＞ 

１．会員増強の件 数名の候補者が上がる。 

２．高鍋RC旅費規程の件 原案策定後理事会提示協議 

３．Facebook＆ホームぺージ更新料の件 承認 

 

国際ロータリー第２７３０地区 

区 

 

高鍋ロータリークラブ 

 

会報 

 

会  長 

 

副会長 

 
幹  事 

 
例会日   毎週木曜日  １２：３０～１３：３０ 

例会場   ホテル泉屋  ２F 

 

事務所   宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋１３６８-４ 

 
        ホテル泉屋内 TEL/FAX 0983-21-1636 

 

藤 本 範 行 

 

 

松 尾 正 博 

中 武 泰一郎 

第 1894 回 平成 27 年 8 月 20 日プログラム  

 

 

 

 

 

 

 

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』 

8月の月間テーマ  

   会員増強・新クラブ結成推進月間 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会 

10．次週例会案内 

11．点   鐘 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  我らの生業 

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  

＊橋口正樹ガバナー補佐来訪 

＊クラブ協議会      ＊プログラム委員会 

 

 

 

 

 

 

次週例会案内；8月 27日（1895回）  

＊会員卓話―尾﨑敏弘君   ＊クラブ研修会   

＊100万㌦ランチ 

 

第 1893 回 例会内容 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■幹事報告＜文書案内＞     幹事 中武泰一郎君 

＊2014-15年度クラブ会長、クラ 

ブ活動表彰のお願い 

＊クラブ研修リーダー提出願い 

＊第2期RLI-2730パートⅢ案内 

日時 2015.9.20（日）9：30～ 

場所 鹿児島市町村自治会館 

＊東児湯中学校暗唱・弁論大会の 

 盾寄贈と開会式臨席のお願い 

＊2015-16年度ソウル国際大会参加のお願い 

＊地区大会のご案内 

 日時 2015年10月17日～18日 

 場所 ホテルメリージュ延岡 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

故 島子勝芳君を偲んで・・・黙とう！ 

   設立より39年間本当にありがとうございました。 

   在りし日のお姿を偲び安らかなお眠りを～ と 

茂木晃君と関正夫君お二人よりお言葉を頂きました。 

    

   

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

☆新入会員入会式 

甲斐英治君 入会おめでとう！  

   

☆月初めのセレモニー 

   8月のお誕生日おめでとう！ 

      長野君 岡島君 道北君 石田君 坂田君 

   
 

■ＢＯＸ披露     親睦活動副委員長 鍋倉春代君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

藤本範行君 前年度会長の武末君 

幹事の青木君お疲れ様でした。 

 尾﨑君ようこそ戻ってきて下さ 

いました。一緒に活動できて嬉 

しいです。 

橋口清和君 ボーリングで商品無 

 馬で商品無、ビンゴゲームで当たりありがとうござい 

ました。有り金全部ニコニコへ。岩切委員長お疲れ様。 

茂木晃君 ビンゴ当たりました。 

長谷川修身君 本日はありがとうございました。とても 

楽しかったです。 

坂田師通君 ビンゴゲームありがとうございました。 

岩切委員長に感謝です。 

尾﨑敏弘君 ビンゴゲーム当たりました。 

藤本範行君 見事に92歳の生涯を終えられました、島子 

大先輩のこれまでのご指導に心より感謝申し上げます。 

ご冥福をお祈り致します。安らかにお眠り下さい。 

武末喜久治君 前年度会長幹事の慰労会有難うございま 

 した。又、会長から花を頂きました。重ねてお礼申し上 

 げます。  

青木善明君 先週は前年度会長幹事慰労ボーリング大会 

有難うございました。夜の慰労会では現会長幹事より 

ブーケのような可愛い花束を頂き、優しいお心遣い嬉し 

く思いました。家内に取に来てもらって我が家の玄関に 

飾ってあります。有難うございました。 

岩切洋君 先日の武末青木年度の慰労会並びに新年度親 

睦会たくさんのご参加ありがとうございました。ボーリ 

ングも19名の参加を戴き、おまけに親睦委員長が優勝 

するというまったく場を読めない私ですが今後とも宜 

しくお願いします。 

石田喜克君100％出席の表彰を頂きました。誕生祝を頂き 

感謝申し上げます。休みが多くて申し訳ございません。 

坂田師通君 誕生祝のお返し。 

岡島達雄君 甲斐さんの入会を歓迎します。ロータリー 

を楽しみましょう。誕生祝を頂きありがとうございます。  

長野孝吉君 誕生祝のお礼として。いよいよ後期高齢者 

の仲間入りです。 

曽我部幸夫君 ボーリング大会お疲れ様でした。一人勝 

ちした曽我部です。次も当てるよう頑張ります。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



■出席報告         出席委員長 石井秀隣君 

 

出席状況（8/6）  

会  員  数 45名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 75.56％ 

前々回修正出席率 84.09％ 

 

 

 

 

    
黒木敏之40周年実行委員長     緒方郁男君 

 

     

石田喜克君        副ＳＡＡ 青木君 

       

ソングリーダーの小泉君と ピアノ演奏の森さん 

 

 

 

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 

 

ガバナー公式訪問スケジュール 

日時 平成 27年 9月 3日（木） 

       会員集合時間 11：50 

 

    11：00～11：40 

      会長、会長エレクト、幹事、懇談会 

     11：50～12：20 

      入会 3年未満会員、女性会員、 

会員配偶者との懇談会 

     12：20～12：30   ウェルカムランチ 

     12：30～13：30  例会 

     13：30～13：50  記念写真撮影 

コーヒータイム 

     13：50～14：50  クラブフォーラム 

          「奉仕は力！活かそう例会」 

   

 

  

広報雑誌 IT委員会よりお知らせ 

 

クラブのホームページ変更・更新しました。 

  スマートフォン対応もできました。 

  ホームページ画面で facebook 確認できます。 

  下記より確認できます。 

 

http：//www.takanabe-rotary.jp/ 

 

 

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 
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 

火 

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 

水 

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5階 

木 
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 

金 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


