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第 2044 回 平成 30 年 11 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
＊会員卓話―野添君
＊例会終了後プログラム委員会開催

第 2043 日回 例会内容（11/1）
■会長の時間
会長 坂田 師通 君
今日は、ある民話につい
て、お話します。
昔々ある川べりに一人の
目の見えない男が、村人の
助けを借りながら住んでい
ました。その村は川がよく
氾濫して、たいそう困って
おりました。そこで、村人
はその目の見えない男を川
番にして太鼓を持たせてこ
う言い含めました。「いいか。川の水が、増えてきた
ら・・太鼓をたたいて村に知らせるんじゃよ、眼が見え
なくても、足に水が流れてきたら、まず、叩くんだ。ま
ずは、一番太鼓じゃ！膝まで、水がきたら・・二番太
鼓。そうしたら助けに、迎えに来てやるからな。」
この川番のおかげで、川が溢れる前に農作物を守るこ
とができるようになりました。ある年、大嵐がその村を
襲いました。川の水もあっという間に増え、今にも溢れ
てきそうです。すると川番の太鼓がなり始めました。
「それ、一番太鼓じゃ！逃げる支度をせい！」
やがて太鼓が激しく打ち鳴らされました。
「そら、二番太鼓じゃ！山へ逃げろー！」

会報

青 木 善 明
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
『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』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；11 月 15 日（2045 回）
＊職場訪問
井上商店新工場
BOX
村人は大慌てで山へ逃げます。山の神社で身を寄せあっ
て、嵐のすぎるのを待っている時でした。「誰か、川番を
迎えにいったか？」と叫ぶ声がしました。 「・・・。」
村人たちは、ただ、顔を見合わせるばかりでした。
嵐のあと、川へ様子を見に行くと、川番の姿はどこにも
見当たりません。「許してくれろー。許してくれろー！」
村人たちの声が虚しく響くのでした。
ある人達は、この川番のことを、自衛隊や消防に例えま
す。確かに、我々の知らないところで、危険な仕事をして
我々を守ってくれている。日頃は、そんな人々のことを忘
れている。時には、そんな人々のことを思い出し、感謝す
べきであると。これも、素晴らしい解釈だと思います。
私は、病院で働いているので、この川番のことは、病院
の表に出ないスタッフだと思うのです。病院の目立つプ
レイヤーは、医師、看護婦、薬剤師、放射線技師かもしれ
ません。しかし、そんな表のプレイヤーが安心して仕事が
できるのは、裏で掃除をしてくれているスタッフ、看護師
を支えている看護助手、毎日必要な薬や医療器具を届け
てくれる外部の業者などの見えないところで頑張ってく
れている人々なのです。人は、驕ると大事な人々のことを
忘れてしまいがちになるものなのです。私自身、時々反省
しています。
別の見方をしてみましょう。自分が、この川番だったと
したら、どうでしょう。やはり、村の人々のために全力で
仕事をすると思います。でも、嵐の時に忘れられたら、村
人を憎むかもしれません。当クラブの松尾正博パスト会

長は、ご自身の年度のクラブ運営方針の中で、「ロータリ
ークラブの奉仕活動を実践する中で、広報活動も重要で
あり隠匿を積み重ねながら活動することが大切で、後で
『これはロータリー事業である』と認識されれば良いと
思います。『あれもこれもロータリーがしました』でなく
『人知れず手を差し伸べるロータリークラブ』が理想で
あります。」と述べておられます。この川番のことを一人
のロータリアンだと考えてみると、色々なインスピレー
ションが湧くのではないでしょうか。

＜理事会報告 2018.11.1＞
1. 女川町長講演会の件 承認
2. 富井真紀氏の講演会の件 承認
3. 12 月 6 日⇒12 月 7 日に例会変更の件 承認
12：00 御船で例会・食事～美術館移動
13：00～14：00 講演会
4. 赤い羽根共同募金街頭募金の件 承認
日時 2018 年 11 月 22 日（木）16 時泉屋集合
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 橋口 清和 君
＊中部グループ会長幹事会案内
日時 平成 30 年 12 月 5 日
18：30～
場所 ガーデンテラスレスト
ランフォーレスト
＊喜島ガバナーエレクト壮行会
日時 2018 年 12 月 8 日（土）
17：00～19：30
場所 宮崎観光ホテル 東館
＊決議案（55 件）について
＊ハンブルグ国際大会案内 日程 2019 年 6 月 1 日～5 日
☆月初めのセレモニー 誕生日おめでとう！
高橋君 阿多君 川上君 野添君

結婚記念祝いおめでとう！
坂田君 長谷川君 井上君

藤本君

橋口君

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 阿多美千代君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【坂田師通君】結婚記念祝いの
お返しとして。
【橋口清和君】結婚記念祝いの
お返しとして。今年の記念日
は米沢にいますので困った？
今日もらった花でごまかせる
かな？11 月 6 日の女川町長
講演会を全会員の力で成功させましょう。
【茂木晃君】財団月間に因んで。
【井上博功君】財団月間に因んで BOX へ。結婚記念日の
お祝いのお返し。ありがとうございました。
【岩切洋君】先日歯車会ゴルフコンペで優勝させていた
だきました。次回歯車会幹事は高鍋が担当との事で
したので喜んで協力させていただきます。
【藤本範行君】関空から神戸ポートタウン。三宮から淡
路島経由で高松。丸亀から瀬戸大橋を渡り岡山経由
で伊丹から昨夜帰ってきました。丸亀はバレーバー
ルの指導でした。
【長谷川修身君】結婚祝いのお返しとして。32 年間よく
もちました。ありがとうございます。
【野添勝久君】ワー古稀ですよ！今日がバースデーなん
ですよ。嬉しくないけど皆からラインで（おめでとう）
ありがとう。
【高橋康朗君】誕生祝のおかえしとして。まだまだ惑う事
ばかりですが精進いたします。今後ともどうぞよろし
くお願い致します。

■出席報告

出席委員 横山 隆 君

出席報告（11/1）
正会員総数
44 名
出席会員数
31 名
ホーム出席率
73.81％
修正出席率
90.48％

社会奉仕

緒方隆憲君

雑誌紹介 松尾正博君

財団卓話 井上博功君

会員卓話 野添勝久君

