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第 2012 回 平成 30 年 3 月 8 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
四つのテスト
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．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
＊血圧測定
＊米山奨学生奨学金授与＆卓話―千 民宇君
＊プログラム委員会

第 2011 回 例会内容（3/1）
■会長の時間
会長 福岡 直樹君
25 日（日）佐土原ロータ
リークラブの創立 30 周年
記念式典・懇親会に参加さ
れた方はお疲れ様でした。
その前日の記念ゴルフ
コンペにも参加しました
が佐土原ロータリークラ
ブの会長と同じ 130 をた
たき、仲良く敢闘賞と BB
賞を分け合いました。
ゴルフはへたであまり
参加していなかったのですが、佐土原ロータリークラブ
の会員の方々と触れ合うことができて、参加してよかっ
たと感じた次第です。

会報

坂 田 師 通
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
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

高鍋ロータリークラブテーマ『エンジョイ』
第 2730 地区ガバナー
押川 弘已
中部分区ガバナー補佐 久寿米木 和夫
RI テーマ 『ロータリー：変化をもたらす』
地区テーマ『ロータリーを知り理解を深めよう』
3 月の月間テーマ
水と衛生月間
次週例会案内；3 月 15 日（2013 回）
＊会員卓話

■幹報告＜文書案内＞
＊2018－19 年度版ロータリー
手帳お買い上げのお願い
＊「災害に備えるボランティア
の意識向上と地域のつなが
りを考える」開催案内
日時 2018 年 3 月 17 日
13：00～15：00
場所 高鍋町美術館

幹事 木浦亨英君

❤❤月初めのセレモニー❤❤
結婚記念日おめでとうございます！
岩村君 河原君 阿多君 木浦君

お誕生日おめでとうございます！
木浦君 石井君

■ＩМと佐土原ロータリークラブ３０周年
IM 実行委員長 坂田師通君
＜ＩМ＞
２月１９日、宮崎中部分区
の１００名以上の会員が出席
されました。
来賓の黒木敏之高鍋町長
は、小沢治三郎の話をされ
て、人の生命の尊さについて
語られました。それに呼応す
るように、新田原基地司令の
熊谷三郎様は、年々厳しくな
る安全保障環境の中での日々の航空自衛隊の活動と国際
協調についてお話をされました。「世界平和について考
える」テーマとして、最適の内容だったと思います。
懇親会は、岩切洋君と鍋倉春代君の息の合った司会で
進行されました。森さん達のアトラクションも最高でし
た。その日は、冬期オリンピックの男子フィギアスケー
トで日本選手が金銀のメダルを同時に獲得したニュース
もあり、楽しい一夜でした。
関係して下さったすべての皆様に深く感謝申し上げま
す。
＜佐土原ロータリークラブ３０周年＞
当クラブからは、福岡会長を筆頭に１３名が参加しま
した。佐土原ロータリークラブの３０年間の苦労につい
て、お話をうかがうことができました
記念講演は小林康生先生の「佐土原あれこれ」という
題でした。佐土原には多くの興味深い歴史的遺産がたく
さん存在することを知り、大変勉強になりました。
懇親会は素晴らしい料理とアトラクションの連続でし
た。宮崎出身の柴田絵梨子さんと言う歌手が歌って下さ
いました。福岡会長が代表して、彼女のＣＤを買われま
した。福岡会長の人としての魅力を改めて感じた一日で
した。

会員卓話
川上幸子君

■会員卓話
故島子勝芳様ご令嬢川上幸子君卓話（個人情報の部）
プログラム委員長 石田喜克君
内部卓話の時間が 35 分以上
も残しての例会内部卓話開始
でした。流石に一人で賄うの
は厳しいだろうと思いプログ
ラム委員会の責任として副委
員長に 8 割、委員長に 2 割の
責任でどうにか時間内に完結
した内部卓話でした。川上副
委員長はたいしたものでし
た。島子勝芳様の才女、血は流
れるままにロータリアンたるを入会 1 年 2 ヶ月で責を果
たしてくれました。感謝。
さて、彼女との出会いを少々お話させて頂きます。
今は亡き夫、川上智以君（川南町出身）と 30 数年前に
ご結婚され、川上さんは、明治大学ラグビー部で活躍され、
その後、千代田火災保険株式会社入社。幸子さんも東京の
某女子大を卒業。同級生の縁あって、野獣（亡き夫）と美
女のカップル誕生でした？東京の生活をやめ仕事も退職
し、故郷高鍋に帰り、島子商店の跡継ぎとして来られたの
が、たぶん 28 年くらい前だったと記憶しています。その
後、２男２女を授かり、普通に暮らしていたが、智以君の
高鍋高校ラグビー部 FW コーチ就任で家庭環境は、大いに
変化したはずです。『前へ』しか知らないご主人を良くサ
ポートされてたね！
この頃のエピソードを一つだけ紹介いたします。
子供た
ちの運動会の時期になると 10 月は、高校ラグビーの全国
大会前で練習試合が毎週のように実施されます。毎年の
ように東福岡高校、長崎北高校が高鍋高校に足を運んで
くれていました。当然、高鍋東小学校の運動会は、そっち
のけ、高鍋高校グランドでレフリー若しくは、指導をやっ
ていました。お昼の時間だけ、東小に行って昼食をとり、
すぐに、ラグビーへと足が進む？可哀そうな家族を残し
後ろ髪を引かれない、川上・石田の二人でした。智以君は、
可愛い弟分であり信頼できるラガーマンでした。
（涙！）
他界してからは、幸子さんを妹分としたいのですが？
無理ですねぇ～ 幸子さんは、勝芳大先輩の一人娘とし
て成長されております。今回の卓話でも理解できます。
傍からずっと見守らせて頂きますよ～TOMI～の代役で。
最後になりますが、彼女は、宮崎県中小企業家同友会で
も幹部として、きちんと役割を果たし事業発展に寄与さ
れています。彼女に負けないように私も頑張ります！
ゴー・フォワード！
感謝

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 岩切 洋 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【福岡直樹君】長濱さんお疲れ様
でした。
【木浦亨英君】誕生祝と結婚記念
祝のお返しとして。先日の佐
土原 RC30 周年ゴルフコンペ
と祝賀会にご参加された方
大変お疲れ様でした。
【河原好秋君】結婚記念祝のお礼
【岩村文夫君】結婚記念祝ありがとう。
【岩切 洋君】先日の佐土原 RC30 周年記念コンペで 5 位
入賞いただきました。そのおかげでしょうか？翌々日
にギックリ腰をわずらい腰がいまいち伸びません。体
調管理気をつけます。
【石井秀隣君】誕生祝のお返しとして。
【藤本範行君】この度長濱君のご健闘に敬意を払います。
お疲れ様でした。今後もともに頑張りましょう。
【長浜 博君】選挙は惨敗でした。又精進して参ります。
皆様には陣中お見舞いなど本当にありがとうござい
ました。

■出席報告

出席委員 向山健一君

出席報告（3/1）
正会員総数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

雑誌紹介 雑誌委員長
橋口清和君

46 名
33 名
73.91％
82.61％

ＳＡＡ 桑野倫夫君

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

中部分区インターシティミーティング（2/17）
ホストクラブ：高鍋 RC
於；四季亭

