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第 1910 回 平成 27 年 12 月 10 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト・お正月
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
＊年次総会
＊血圧測定

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．年次総会
10．クラブ協議会
11．次週例会案内
12. 点
鐘

＊クラブ協議会＝半期報告
＊プログラム委員会

第 1909 回

例 会内 容

■会長の時間
会長 藤本範行君
皆さんこんにちは。
いよいよ 12 月に入りまし
た。師走ですね。師走とは元々
旧暦の 12 月を指す言葉で、詳
しく言うと12月下旬から2月
上旬を指しているそうです。
師走という言葉の由来や語
源についてはいくつもありま
すから、その中でおもな説を
あげてみます。
まずは「師が走る」説、これは師匠の僧がお経を上げる
ために東西を馳せる月という意味から「師馳す」が「師走」
になったという説です。次に「し果す」説。これは仕事の
し、四季のし、年のし、が「果す」、つまり「しが終わる」
という説です。最後に｢当て字｣説、日本書紀・万葉集など
の書物に 12 月のことを「シハス」と読んでおり、シハス
が 12 月の意味に使われていたそうです。そう考えると、
日本書紀の頃から、12 月のことを「シハス」と呼んでい
たが、その後に「師」も走るほど忙しい月「師走」という
当て字が使われるようになった、と考えられます。
さて、先日は児湯准看学校の戴灯式に RC 会長として参
列してきました。4 月の入学以来、看護の基礎知識を学ん

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』
12 月の月間テーマ
疾病予防と治療月間
次週例会案内；12 月 17 日（1911 回）
＊クラブ協議会＝半期報告
＊100 万ドル
できた第 53 期生 23 人が、病院や福祉施設での実習に向
けて決意を新たにする儀式です。これまではナースキャ
ップを受け取る「戴帽式」でしたが、帽子は衛生面や機敏
さに欠けるなどの理由で、使用を中止する現場が多くな
ったことから、本年度から「戴灯式」とされました。校長
が「ナイチンゲールの燃えるような熱い魂をしっかり受
け止め、積極的に学んで欲しい」と挨拶されたあと、ロウ
ソクを手にするナイチンゲール像から、一人一人自分の
ロウソクに火をもらいました。2 年生の 32 歳の先輩から
祝辞をもらったあと、戴灯生の阿萬祐太君（26 歳）は「患
者の心に寄り添い、最良の看護を模索したい」と応えまし
た。ここにも、「世界へのプレゼントになろう！」として
頑張っている若者がいることを知り、嬉しく頼もしく思
いました。素晴らしい看護師になられることでしょう。
数日後、高鍋高校ラグビー部の 5 年連続 23 回目の全国
大会出場祝賀会および特別後援会発足式にも高鍋 RC 会長
として出席してきました。高鍋高校ラグビー部は、27 日
から 1 回戦登場します。是非とも物心両面からの応援、支
援をしたいものです。よろしくお願いします。今日は、後
で檜室監督に来ていただきます。全国大会に向けての決
意と抱負を、楽しみにお聞きください。
＜理事会報告＞
1.会員増強の件 全会員に推薦状を配布し協力依頼する。
2.次年度役員・理事（案）の件
承認
3.ミニラグビー大会にてロータリーデー実施の件 承認

4.明倫賞の件 4 月 24 日の 40 周年式典にて贈呈予定。
5.新年会の件 親睦委員会で早急に内容検討を。
6.岩下盛朗君のお見舞いの件 規定通り実施。
7.高鍋高校ラグビー部への寄付金の件 従来通り 3 万円
募金箱を置き会員に任意での協力をお願い

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 中武泰一郎君
＊延岡東ロータリークラブ創立
50 周年記念式典・祝賀会案内
日時 平成 28 年 1 月 23 日(土)
15：30～19：30
場所 ガーデンベルｽﾞ延岡
登録料 10,000 円
＊都城西ロータリークラブ創立
40 周年記念式典・祝賀会案内
日時 平成 28 年 3 月 12 日(土）
場所 ホテル中山荘
登録料 10,000 円
＊大口ロータリークラブ創立 40 周年記念式典・祝賀会
日時 平成 28 年 3 月 12 日（土）13：30～16：10
場所 大口ふれあいセンター1 階
登録料 10,000 円
＊宮崎中央ロータリークラブ創立 30 周年記念式典・祝
賀会案内
日時 平成 28 年 4 月 9 日（土）17：30～20：30
場所 フェニックスシーガイアサミット
■出席報告
出席委員 小泉 潔君
出席状況（12/3）
会
員
数
46 名
出席会員数
37 名
ホーム出席率
80.43％
前々回修正出席率 91.30％

■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 誕生日のお祝いをありがとうございます。
5 日に 69 歳になります。
黒木敏弘君 11 月のお礼を忘れていました。
橋口清和君 欠席が多くて申し訳ございません。
高鍋高校檜室監督をお迎えして。花園、正月をお願いし
ます。
武末喜久治君 66 歳になりました。まだまだ元気です。
誕生祝ありがとうございます。
木村貞夫君 赤い羽根共同募金街頭募金に出席できませ
んのでお詫びにニコニコに入れます。
石田喜克君 高鍋高校ラグビー部監督檜室氏をお迎えし
て。皆様宜しくお願いします。昨日の宮日新聞に長男の
記事がありました。
息子に負けないように地域社会貢献
をやらせていただきます。
青木善明君 誕生日祝い有難うございました。「健康」に
感謝できる生き方をしていきたいと思います。
河野洋一君 誕生日祝いのお返し。
緒方郁男君 結婚記念のお返しとして。何とか 30 年を迎
えることが出来そうです。
来年は旅行にでも連れて行こ
うかな？

高鍋高校ラグビー 檜室監督

副 SAA 高橋君

☆月初めのセレモニー
誕生日おめでとう！
松尾君、青木君、武末君、藤本君、河野君

雑誌紹介 緒方君

クラブ研修 福岡君

結婚記念日おめでとう！緒方君

親睦副委員長 鍋倉君

黒木君

石田君

図師君

茂木君

