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第 2024 回 平成 30 年 6 月 14 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．クラブ協議会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊血圧測定
＊クラブ協議会―年間活動報告（前半）
＊米沢上杉ロータリークラブ様ご来訪

第 2023 回 例会内容（6/7）
■会長の時間
ロータリアンの行動規範の
変遷 2011 年 11 月、RI 理事
会決定 87 号でロータリー・
ブランドを強化するために
『ロータリア ンの職業宣言』
を修正して次の『ロータリー
行動規範』を創設された。

会長 福岡直樹 君

▼次の行動規範はロータリア
ンのために採用された。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1．すべての行動と活動において、高潔性と言う中核的価
値観の模範を示すこと
2．職業の経験と才能をロータリーでの奉仕活動に生かす
こと
3．高い倫理基準を奨励し、助長しながら、個人的活動お
よび事業と専門職における活動の すべてを倫理的に行
うこと
４．他者との取引のすべてにおいて公正に努め、同じ人間
として尊重の念を持って接すること
5. 社会に役立つすべての仕事に対する認識と敬意の念
を推進すること

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』
6 月の月間テーマ
ロータリー親睦活動月間
次週例会案内；6 月 21 日（2025 回）
＊クラブ協議会―年間活動報告
＊久寿米木 和夫 ガバナー補佐訪問
＊次年度プログラム委員会
6. 若い人々に仕事の機会を開き、他者の特別なニーズに
応え、地域社会の生活の質を高めるために、自らの職業
的才能を捧げること
7. ロータリーおよびロータリアンから託される信頼を
大切にし、ロータリーやロータリアンの評 判を落とし
たり、不利になるようなことはしないこと
8. 事業または専門職上の関係において、普通には得られ
ないような便宜ないしは特典を他 の同輩ロータリアン
に求めないこと (2011 年 9 月 RI 理事会 決定 87 号)
▼次の行動規範に改正された。ロータリアンとして、私は
以下のように行動する。
1. 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理基
準をもって行動する。
2. 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業に
対して尊重の念をもって接する。
3. 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、特
別なニーズを抱える人びとを助け、
地域社会や世界中の
人びとの生活の質を高める。
4. ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とすよ
うな言動は避ける。
5. 事業や職業における特典を、ほかの同僚ロータリアン
に求めない。 (2014 年 1 月 RI 理事会 決定 88 号)
▼次の行動規範に改正された会員特典プログラムに関す
るロータリーの修正が行われ、上記の 5 項目が削除さ
れ、４項からなるロータリアンの行動規範となった。
(2014 年 10 月 RI 理事会 決定 60 号)

■幹事報告
＜文書案内＞
＊地区研修協議会のお礼
＊ガバナー月信の新会員紹介
ページへの原稿依頼
＊宮崎アカデミーロータリー
クラブ設立報告
＊蚊口浜ビーチクリーン活動
への協力のお願い
日時 平成 30 年 7 月 8 日
6 時～7 時

幹事 木浦亨英 君

❤❤月初めのセレモニー❤❤
お誕生日おめでとうございます。 板垣君

結婚記念日おめでとうございます。図師君、石田君

☆会員卓話
緒方 郁男 君
早いもので私が平成 24 年
９月に高鍋ロータリークラ
ブに入会させて頂いてから、
約６年になります。
その間所属した委員会は、
親睦活動から始まり、広報雑
誌ＩＴ、クラブ会報、そして
今年度社会奉仕委員長を努
めさせて頂きました。
先月行われた明倫賞の表
彰式では、認知症介護者のつ
どいの与那城さんを推薦する課程で、社会福祉協議会や
高鍋町地域包括支援センターの方々と日頃縁の無い福祉
の話をしました。これまで考えることもあまり無かった、
介護や福祉について身近な問題としてとらえるよい機会
でした。
「これもロータリークラブに入会していればこそ
だな」と感じたところです。

これまで、
委員会の活動や地区大会等に参加して奉仕に
ついて勉強させて貰いました。40 周年の式典に参加した
娘も昨年夏に結婚し、順調にいけば今年の 11 月には、初
孫が誕生する予定です。
次に仕事に関することを少しお話しします。
昨日今日と新聞紙上に、神戸製鋼の製品データ改ざん
問題で、東京地検特捜部と警視庁が強制捜査に乗り出し
たことが出ています。この他、三菱マテリアル、東レにお
けるデータあるいは品質の偽装や、日産やスバルの自動
車業界での、資格試験に合格していない検査員が「完成車
検査」を行なっていた等の発覚により、日本の製造業の信
頼を失墜させる事案が最近発生しています。
神戸製鋼や三菱マテリアルでは、その子会社がＪＩＳ
の認証取り消しや一時停止の処分を受けています。
ＪＩＳについては以前お話しさせて頂いたことがあり
ますが、改めて簡単に説明すると、工業標準化法に基づい
て経済産業省の審議会が定めている国の規格で、昭和２
４年から実施され、「安かろう悪かろう」と言われていた
日本製品の品質向上に貢献を果たしてきたと言えます。
自動車から日用品まで幅広い分野をカバーする約１万
の規格があり、安全性や品質の高さを分かりやすく示し
たり、製品の寸法をそろえて使いやすくしたりするため
の基準として活用されています。
認証は、
国に認められた民間主体の登録認証機関が審査
する、材質の性能に関する「製品試験」と生産体制などの
「品質管理の審査」の両方に合格して、ＪＩＳマークを表
示した製品の出荷が認められます。処分を受けた両社は、
その認証機関が調査し処分が決定したものです。
また、
取り消しを受けると１年間は認証取得の再申請は
出来ません。つまり１年の間ＪＩＳマーク製品の出荷は
出来ないと云うことです。これは、出荷量の減少に止まら
ず、世間に公表されますから、信用の失落になり、その後
の取引に大きく影響します。
また、国の役割としては製造業者に対して「立入検査」
等を実施して、問題があれば「表示の除去又は末梢」「販
売停止」の行政処分を実施します。
生コンも認証製品であり、日々の原材料の品質検査、製
造工程の検査、製品の検査から品質管理体制の構築を行
っています。認証は一度受けたら終わりでは無く、３年に
一度「定期の認証維持審査」を受けなければなりません。
当社では今年がその審査を受ける年になっており、
現在
申請のための過去のデータのまとめや、管理状況の報告
書を作成しているところです。
ロータリークラブの職業奉仕の理念を考えたとき、
日々の管理を確実に行い、高い品質の製品を顧客に届け
ることも職業奉仕に繋がるのかなと思っています。
これからも「品質第一」と「安全第一」を目標として業
務に取り組んでいきたいと思います。
最後に、サラリーマンである以上いつまで会員でいら
れるかはわかりませんが、今後も「ロータリーの目的」
の理解と実践に努めていきたいと考えています。

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 板垣衛君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【石田喜克君】結婚記念祝い
ありがとうございます。
【図師義孝君】結婚記念祝いの
お返しとして。ありがとう
ございます。
【長濱博君】ロータリー親睦月
間です。深めよう友情。
【坂田師通君】先週の現次期理
事会・委員長引継ぎ会ありがとうございました。
【板垣衛君】誕生日のお祝いありがとうございます。あと
1 年で年金受給年齢に達しますが、高鍋ロータリーク
ラブでは下から 20 番目とほぼ中間で若手（？）でし
ょうか。

「ロータリーの目的」
ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と
して奉仕の理念を奨励しこれを育むことにある。
具体的には、次の各項を奨励することにある。
第 1.知り合いを広めることによって奉仕の機会
とすること。
第 2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は
すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す
る機会としてロータリアン各自の職業を高潔
なものにすること。
第 3.ロータリアン一人一人が、個人として、また
事業および社会生活において、日々、奉仕の
理念を実践すること。
第 4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ
トワークを通じて、国際理解、親善、平和を
推進すること。
付記： 「ロータリーの目的」の 4 つの項目は、
等しく重要な意味を持ち、また同時に行動を起こ
さなければならないものであるということで、
RI 理事会の意見が一致している。

雑誌紹介 橋口清和君

クラブ研修 長濱博君

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

■出席報告

出席委員長 甲斐英治君
『メ－クアップしましょう』

出席報告（6/7）
正会員総数
46 名
出席会員数
35 名
ホーム出席率
79.55％
修正出席率
88.64％

中部分区クラブメ－クアップ会場
出席委員会
宮崎南

宮崎観光ホテル西館 8 階

宮崎東

ニューウェルシティー宮崎

宮崎

宮崎観光ホテル

西都

あかのや

宮崎北

ホテルマリックス

佐土原

ワールドコンペンションセンターサミット

木

宮崎中央

ワールドコンペンションセンターサミット

金

宮崎西

宮崎観光ホテル

月
火
水

ピアノ演奏
森幸子さん

