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第 1904 回 平成 27 年 10 月 29 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
手に手つないで
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．会員卓話
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊会員卓話―池部文仁君
＊100 万㌦

第 1903 回

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』
10 月の月間テーマ
経済と地域社会の発展月間
次週例会案内；11 月 5 日（1905 回）
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊クラブ研修会
＊米山ランチ
＊理事会

例 会内 容

■会長の時間
会長 藤本範行君
皆さん、こんにちは。すっ
かり秋めいてきて清々しい
毎日が続いていますね。
先週の土曜日（17 日）は、
我が 2730 地区の地区大会が
延岡総合文化センターで開
催されました。参加してくだ
さった 16 名の皆さん大変お
疲れ様でした。ありがとうご
ざいました。私と中武幹事は、部門長・会長・幹事合同協
議会がありましたので、地区役員の井上君と三人で JR に
乗って行きました。
協議会が始まってまず驚いたことは、RI 会長代理のベ
リンダ・ヤンさん（香港ハーバーRC）が急遽体調不良のた
めに来られなくなったことです。野中ガバナーはじめこ
の大会実行委員の方々は、主賓不在にするわけにもいか
ず対応におおわらわだったようです。結局中村さんが代
理の代理を務められましたが、RI 会長代理歓迎晩餐会の
行われた前日に連絡が入ったということですから、大変
さがよくわかります。歓迎会の冒頭で、開会の辞を述べた
方が、RI 会長代理が代わったことに関して、「香港の中
国語の方より日本人の方がわかりやすくて良かったです」

とつい本音を漏らしてしまったことも後で問題発言とし
て話題になったようで、会の途中で謝りの言葉を述べら
れていました。
本会議前の昼食は、
弁当でしたが、
特設テントの下では、
沢山の人達が行列を作って並んでおられました。なんだ
ろうと見てみると、延岡自慢の名物の無料振る舞いが行
われていました。弁当を食べた後、行列が少なくなったの
を見計らって、幹事と並びました。まずは、地鶏の炭火焼・
チキン南蛮・メヒカリの唐揚げ、あつあつを頂き、最後は
これまた本格的な鮎の炭火焼、一匹まるごと串挿し焼き
をいただきました。
「こんなことってあっていいのだろう
か」と思いながら、延岡の方がたの熱いおもてなしに感謝
感激して、とっても美味しく賞味しました。
本会議は、開会告知を第 35 代立行司の木村庄之助さん
が見事に務められ、素晴らしいオープニングになりまし
た。RI 会長代理を中村靖治氏が務められたので無事に進
みまして、記念講演で盛り上がりました。
ジャーナリストの櫻井よしこ氏の
「日本の伝統と教育が、
拓く未来」が素晴らしかったです。あとで、武末パスト会
長にお話しをしてもらいます。
次期地区大会は指宿で行われますが、
このあとは大変だ
ろうなと考えさせられました。
帰りは、自動車道を北に向かい、北浦の高台にある旅館
で【伊勢海老コース】を堪能してルンルン気分で高鍋へ。
｢橋口君、バスと美味しいお店の案内に感謝します｣。

■幹事報告＜文書案内＞
＊ガバナー月信原稿ご寄稿依頼
（公式訪問報告）200～250 字
＊中部分区会長幹事会案内
日時 2015 年 12 月 9 日(水)
場所 ホテルマリックス 2F
会費 6,000 円

■ＢＯＸ披露

幹事 中武泰一郎君

親睦活動委員長 岩切 洋君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

＊藤本範行君 地区大会へ参加
された皆様方お疲れ様でした。
感謝します。

☆地区大会報告
武末喜久治君
バス組とは別に喫煙組 3 人とそうでない柴垣君と 4 人
で 10 時に高鍋を出発し 50 分で昼食会場に到着しバス組
と合流し、これが昼飯かと思うほどの豪華な食事をいた
だきました。食事後延岡総合文化センターへ向かいまし
た。ホストクラブの延岡東ロータリークラブを中心に延
岡の 2 クラブ、日向の 3 クラブ、それに門川クラブの協力
で行われた大会は登録 1261 名で、関係者の接待はご婦人
の方々の協力もあり、丁寧で感じのよいサービスだった
と思います。
第一本会議は 12 時から延岡出身の第 35 代立行司 木
村庄之助の軍配で始まり、点鐘の後例年の通りの行事が
続きました。半分ほどはうつらうつら状態でしたので会
議の内容は真面目に聞いておられた方にお譲りして、休
息を挟んでジャーナリストで保守派の論客、桜井よしこ
さんの講演のことをお話します。この講演だけはしっか
り聞きました。松尾君と前列 3 番目に移動する熱心さで
約 1 時間の講演を聞きました。桜井さんは昭和 20 年終戦
から日も浅い 10 月 26 日に父親の仕事の事情でベトナム
の野戦病院で生まれたそうです。引き揚げ後大分の中津
にいたが、しばらくして母親の実家の新潟県長岡市で高
校まで育ち、その後慶応大学に進学したが中退し、ハワイ
大学歴史学科に進学しました。その後皆さんご存知のよ
うに女性ニュースキャスターとして TV で活躍されました。
現在は公益法人「国家基本問題研究所」の初代理事長とし
て講演活動や執筆に多忙な日々をおくっています。演題
は「日本の文化・伝統と教育が拓く未来」でしたが、どこ
で政治的発言が出るか楽しみにしながら聞いておりまし
た。宮﨑にちなんで天孫降臨神話から話が始まり、日本は
天皇家が少しの事例を除き天皇が権力をもったことはな
く、天皇は常に権威として存在し常に和の精神で今日ま
できた、17 条の憲法や五箇条の御誓文を例に持論を展開
しそしてここから中国への批判が始まりました。アメリ
カのオバマ大統領がアメリカは世界の警察官でないと発
言するとアメリカの弱気と誤解し、たちまちのうちに南

シナ海や尖閣でやりたい放題を始めた。あげくには 3000
年前から中国の領土であると主張し勝手に防空識別圏を
設定し、国際法の定義や国際社会の慣習を否定し、中国式
のルールに変えようとしている。これは将来日本の石油
輸入の妨げにもなるし、日本の生活に支障をきたすこと
にもなりかねない。日本の文明は穏やかで優しい文明で
あり、一人一人を大事にする価値観を古代社会からはぐ
くんできた国はない。日本人が日本の価値観をよく知り
未来を作りましょう、という趣旨の講演でした。講演の初
めに 6 時間はないと全てをお話しすることができないと
いわれたように具体的例は端折っての講演でしたので、
内容は深く掘り下げるものではありませんでした。ただ
韓国のゲストがおられた関係でしょうか、慰安婦やその
他韓国に関しての発言は一切ありませんでした。しかた
ないことでしょうが、物足りなさは感じた講演でしたが、
語り口のうまさ、惹きつける話し方はさすがに美人キャ
スターとしてならした人だと感心しました。

☆地区大会報告
小泉 潔君
私は今年 2 月に高鍋ロータリークラブ会員として許可
を受けたばかりの新参者になります。今回延岡市で実施
された地区大会に初めて参加させて頂き、皆様に感謝し
ております。地区大会の内容は、諸先輩にしていただき、
私はお接待プログラムなどについて話させて頂きます。
会場周辺では「友愛の広場」
「延岡名産試食コーナー」
「お
茶席」「延岡物産店」がありました。用意されていたもの
は、ジュース、お抹茶、チキン南蛮、メヒカリから揚げ、
アユの塩焼きなどがありました。回っている私は、高鍋ロ
ータリー40 周年記念のことが頭に浮かびどのようなおせ
ったいプログラムになるのだろうと自然に考えている自
分に気付きました。その時考えたのは、役員と来賓のスピ
ーチは短めに、アトラクションなどを多くして、本当の意
味でのお祝いにすることが出来たらばとつい思ってしま
いました。高鍋 RC40 周年記念は良かった楽しかったと言
われるように皆様と一緒に成功させたいと考えています。
■出席報告
出席委員 小泉 潔君
出席状況（10/22）
会
員
数
46 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
76.09％
前々回修正出席率
82.61％
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

武末喜久治君

平山英俊君

SAA 岡島達雄

