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国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

会 長
副会長

坂 田 師 通

幹 事
例会日
例会場

橋 口 清 和

事務所

第 2028 回 平成 30 年 7 月 12 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
＊安田秀一ガバナー補佐訪問
＊公式訪問前のクラブ協議会
＊例会終了後プログラム委員会開催

第 2027 回 例会内容（7/5）
☆会長の時間＆就任挨拶
会長 坂田 師通 君
皆様、会長にしていただい
た坂田です。私は、前々会長
の松尾さんのようにロータ
リーに対する深い知識や哲
学もありませんし、前会長の
福岡さんのような人をまと
める力もありません。しか
し、私なりに一生懸命頑張り
ますので、どうぞよろしくお
願いいたします。
今日は、井深八重につい
てお話します。井深八重という名前を初めて聞いたのは
日向学院に在学中でした。ロータリークラブに入会して
“職業奉仕”という言葉を知った時、頭に浮かんだのが
彼女の名前でした。八重の父親は衆議院議長を務めた井
深彦三郎で、１９１８年に同志社女学校の英文科を卒業
し、長崎県立長崎女学校の英語教師となっております。
しかし、その１年後の１９１９年にハンセン病と診断
され、神山復生病院に隔離入院しております。３年後の
１９２２年に土肥慶蔵博士から誤診とされましたが、病
院の院長であったレゼー神父の姿に感銘を受けそのまま
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高鍋ロータリークラブテーマ
『ロータリーの心を地域の人に届けよう』
第 2730 地区ガバナー
川原 篤雄
中部分区ガバナー補佐 安田 秀一
RI テーマ 『インスピレーションになろう』
地区テーマ『プラスワンの考動を』
7 月の月間テーマ
次週例会案内；7 月 19 日（2029 回）
＊移動例会：
海洋丸乗船 8：30 ホテル泉屋バス乗車出発
9：30 宮崎港より乗船
15：30 帰港予定
病院に留まりました。１９２３年に看護婦の資格を取り
その後は婦長として、生涯ハンセン病の救済に努力いた
しました。その功績が認められ１９５９年に教皇ヨハネ
２３世より聖十字勲章が与えられ１９６１年には赤十字
国際委員会からナイチンゲール紀章を受けております。
彼女が神山復生病院に入院した当時は、ハンセン病へ
の差別と偏見が強かった時代です。彼女は、堀清子と名
前を変えていました。「何のためにつれてこられたかを
初めて知った時の私の衝撃、それは到底何をもって表現
することはできません。きのうまで住み慣れた環境とは
余りにも隔たりのある現状に、私は驚きと恐怖におびえ
る毎日でした」と彼女は述べています。
レゼー神父は、彼の母国であるフランスに行くことも
勧められたそうですが、八重は「もし許されるならば、
ここに留まって働きたい」と答えたそうです。
看護婦の仕事と言っても、薬の調合・薬を塗ること・
炊事・食事の世話・洗濯・経費を抑えるための畑仕事・
経理と本当に大変だったようです。彼女は、弱音を吐く
ことはありませんでしたが、「私は侍の子である」と言
うのが口癖であったそうです。
彼女の祖父は会津の武士で戊辰戦争を戦った井深宅右
衛門です。彼女には「ならぬものは、ならぬものです」
という精神があったはずです。彼女にとってならぬもの
は、一緒に闘病したハンセン病の患者を置いて自分だけ
が幸せになることではなかったかと私は思っています。

☆就任挨拶
副会長 青木 善明 君
皆さんこんにちは。
この度副会長をさせて頂く
事になりました「元気・やる気・
勇気」の青木善明でございま
す。ロータリーの経験は浅く、
未だ未だ未熟ではありますが
坂田会長の運営方針に沿って、
この一年間、 貢献できるよう
尽力して参ります。
皆様のご支援、ご協力よろし
くお願い致します。
☆就任挨拶＆幹事報告
幹事 橋口 清和 君
1995 年、2002 年、2018 年と
自身 3 回目の幹事として坂田
新会長を支えていく覚悟です。
幹事経験者と言いながらも、
16 年ぶりの大役でございます
ので全くの初心者と変わらな
いとの思いで真摯に取り組ん
でいきます。坂田会長のクラブ
運営に微力ではございますが、
全面的にお支えできればと覚
悟を決めております。会員の皆様方には何かとご迷惑お
かけしますが、高鍋ロータリークラブがさらに飛躍でき
るよう共に努力したいと思います。
一年間よろしくお願いいたします。
＜文書案内＞
＊ガバナーより西日本豪雨被害義援金のお願い
1 会員 2,000 円 （〆切 7 月末）
＊ガバナー月信新会員紹介ページへの原稿提出のお願い
＊中部グループ会長幹事会案内
日時 平成 30 年 8 月 1 日（水）18：30～21：00
場所 宮崎観光ホテル山吹
＊東児湯中学校英語暗唱弁論大会への臨席及び盾寄贈の
お願い
日時 平成 30 年 9 月 25 日（火）9：30～15：30
場所 木城町総合文化センター
＜理事会報告 2018.7.5＞
1.メーキャップの件
承認
2.年間プログラム案の件
承認
3.理事・役員・委員会構成表の件
承認
4.人頭分担金の件 （7/1 会員数 43 名） 承認
（岩下盛朗君、関正夫君、甲斐英治君退会）
5.ガバナーエレクト協力金の件
1 人 4,000 円で承認
6.「子供の貧困」についての講演会の件
承認
7.年間予算案の件
確認承認
8.岩下盛朗君、関正夫君は名誉会員へ
確認承認

前年度会長幹事へお礼
一年間お疲れ様でした。

藤本君へ地区研修副委員長委任状交付

☆前年度 100％出席表彰～26 名
前年度出席副委員長 長野 孝吉 君

☆月初めのセレモニー
7 月のお誕生日おめでとうございます！
茂木晃君

■ＢＯＸ披露

岩村文夫君

向山健一君

親睦活動委員長 長谷川 修身 君

【長谷川修身君】福岡会長、木浦幹事ご苦労様でした。
坂田年度の皆様よろしくお願いします。
【木浦亨英君】坂田年度をお祝いして。宮日新聞南村様を
お迎えして。
【野添勝久君】前福岡年度の皆さんご苦労様でした。
坂田年度も何とか％出席できるよう頑張ります。
【多賀学昭君】坂田先生、会長ご就任おめでとうござい
ます。
【山道義孝君】出席委員長になってしまいました。
1 年間宜しくお願します。
【板垣衛君】初例会ですが、早退申し訳ありません。

■出席報告

出席委員長 山道 義孝 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【坂田師通君】1 年間、どうぞよ
ろしくお願いします。
【橋口清和君】新年度スタートで
す。1 年間坂田会長を支えて
参ります。会員の皆様宜しく
お願い致します。前年福岡会
長木浦幹事ご苦労様でした。
【向山健一君】新年度を迎えて。

出席報告（7/5）
正会員総数
43 名
出席会員数
40 名
ホーム出席率
90.91％
修正出席率
％

誕生祝、出席 100％表彰ありがとうございました。

【茂木晃君】誕生日祝い、出席 100％表彰のお礼。
【平山英俊君】100％出席のお礼。
【桑野倫夫君】坂田年度のスタートを祝して。1 年間宜
しくお願いします。100％出席表彰のお礼。
【井上博功君】坂田年度のスタートを祝して。
【中武泰一郎君】坂田年度一年間よろしくお願いします。
100％出席表彰のお礼として。
【図師義孝君】坂田年度のスタートをお祝い申し上げま
す。一年間頑張って下さい。
【岩村文夫君】思えば遠くにきたもんです。
【岩切洋君】坂田会長、橋口幹事年度良きスタートを祈念
します。長谷川親睦委員長も頑張って下さい。上から
目線の前年度親睦委員長の岩切でした。
【石田喜克君】坂田丸の出港おめでとうございます。
7 月 19 日は宮崎港から出港です。100％出席のお礼。
【松尾正博君】坂田さん会長就任おめでとうございます。
【長濱博君】坂田年度のスタートを祝し、会員増強頑張り
ます。
【岡島達雄君】福岡年度にご貢献された皆様に感謝。あり
がとうございました。
坂田年度の皆様よろしくお願い致します。応援します。
「ロータリーの友」4 月号のクイズに当選しました。
坂田会長に続きました。
【藤本範行君】坂田年度のスタート‼ フレッシュで楽し
みです。橋口幹事も張り切っているようで頼もしいで
す。青木エレクト、野添副幹事もガンバッテ支えてく
ださいネ！
【青木善明君】坂田年度のスタートを祝して。
Be the inspiration 輝く人になれる様努力して参り
ます。

副幹事 野添勝久君

プログラム委員長 石田君

ソングリーダー 多賀君

広報雑誌 IT 木浦君

例会案内
7 月 19 日 移動例会 宮崎港・進洋丸乗船航海体験
7 月 26 日 ガバナー公式訪問
＊川原篤雄ガバナー・安田秀一ガバナー補佐来訪
＊100％出席例会
＊100 万㌦

