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第 2051 回 平成 31 年 1 月 10 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想
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
＊夜間例会
＊新年会

７．ＢＯＸ披露
８．委員会報告
９. 次週例会案内
10．点 鐘
11．
12.

点鐘 18：30
場所＝花いちもんめ

第 2050 回 例会内容（12/20）
■会長の時間
会長 坂田 師通 君
今日は、今年最後で、クリス
マスも近いので、少し楽しいお
話をさせていただきます。
サンタクロースは、いるかい
ないかと言うおはなしです。
百年以上前、ニューヨークに
住んでいる 8 歳のバージニアと
いう女の子が新聞社に次のよう
な投書をしました。「新聞社さ
ま、わたしの友達に『サンタクロースなんているもの
か』と言っている子がいます。パパは『新聞社に聞いて
ごらん、新聞で言っているんなら正しいだろうよ』と言
っています。どうか、本当のことを教えて下さい。サン
タクロースって、いるんでしょうか。」この質問に対し
て、アメリカらしいと言えばアメリカらしい方法で、新
聞社は社説として次のように答えました。「バージニ
ア、あなたの友達は間違っています。その子は目に見え
るものしか信じようとしていません。サンタクロースが
いる、というのは、この世の中に愛や、やさしさや、思
いやりがあると同じくらい確かなものです。たとえ、ク
リスマス・イブの町中の煙突を見張ってみて、サンタク
ロースが見つからなくても、それでサンタクロースはい

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』
1 月の月間テーマ
職業奉仕月間
次週例会案内；1 月 17 日（2052 回）
＊血圧測定・米山ランチ
＊月初めのセレモニー・雑誌紹介
＊会員卓話
＊理事会
ない、と言えるでしょうか。この世の中で一番確かで本
当のもの、それは大人の目にも子供の目にも見えないの
です。その目に見えない世界のカーテンを開けることが
できるのは、信じる心、愛する心、夢見る気持ちだけな
のです。サンタクロースはこれからもずっと生き続ける
でしょう。」
先日、アレルギー学会の講習会に参加してまいりまし
た。そこで、理化学研究所の茂呂和世先生のお話を拝聴
いたしました。私達は、以前から IgE の産生には Th2 細
胞から IL-4 を介した経路のみでは完全に説明できない
ことを感じており、何か別の機序があるのではないかと
考えていました。彼女が見つけた２型自然リンパ球のお
かげで、そのことが解明されました。つまり、信じて探
したものはあったのです。このことは、サンタクロース
の話にも通じるのではないでしょうか。茂呂先生は、ま
だ 30 代後半で、将来が益々楽しみな先生です。また美
人です。10 年後くらいにはノーベル賞の候補になってい
ると私は考えています。
人生において、大事なことは信じて努力することでは
ないでしょうか。たとえ一時的に失敗したとしても、そ
の失敗こそが次の成功の基だと信じて頑張ること、それ
が大事だと思うのです。それは、ある意味、サンタクロ
ースを信じる気持ちと同じだと思います。
最後にサンテグジュペリの言葉を読みます。
“心で見なきゃ、ものごとはよく見えない。かんじんな
ことは、目に見えないんだ”

＜理事会報告 2018.12.13＞
1.会長ノミニーの件 再度選考委員会で検討
2.鍋倉春代会員退会の件 11 月末退会承認
3.新入会員候補の件
関氏 承認
4.高鍋高校ラグビー選手権大会出場協力金の件 承認
5.高鍋西中学校面接官ボランティア依頼の件 承認
■幹事報告＜文書案内＞
副会長 青木 善明 君
＊第 24 回ロータリー勉強会
日時 2019 年 1 月 29 日
18：30～20：30
場所 ホテルマリックス
＊職業奉仕セミナー案内
日時 2019 年 2 月 23 日
場所 鹿児島市宝山ホール
＊佐土原 RC の 1 月例会案内
＊西都 RC の 1 月の例会案内
＊鹿児島北 RC 創立 30 周年記念行事開催のご案内
日時 2019 年 4 月 13 日（土）18：00～
場所 ベストウェスタンレンブラントホテル鹿児島
■ＢＯＸ披露
親睦活動委員 高橋 康朗 君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
【坂田師通君】
今年 1 年ありがと
うございました。皆様に感謝
します。
【藤本範行君】誕生祝のお返し
として。本日は長濱君が仕出
してくれる最後の弁当を感
謝して頂きました。
【岡島達雄君】強烈なリーダー
シップを発揮される坂田会長とそれを支えられた関
係者に感謝です。来年後半期もよろしく。
■年次総会

☆クラブ協議会（半期報告）
○広報雑誌 IT 委員会
委員長 木浦亨英
副委員長 松尾正博
委員 野添勝久
月に一度のロータリーの友の
読みどころ紹介（松尾君中心
に）イベントごとにホームペー
ジに新着情報を投稿（橋口幹事
1、木浦 4）
前期は、例会に出席できず松尾
副委員長並びに野添委員にご
迷惑をかけるかたちになりま
した。後期についてはイベント
事が控えているので私自身前期の分を少しでも挽回でき
るよう努力します。

R 財団委員長
井上博功君

奉仕プロジェクト部門長
岩切洋君

出席委員会
副委員長 長野孝吉君

職業奉仕委員会
副委員長 岩村文夫君

会長エレクト 青木善明君
■出席報告

出席委員 横山 隆 君

出席報告（12/20）
正会員総数
43 名
出席会員数
27 名
ホーム出席率
64.27％
修正出席率
83.33％
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桑野 倫夫
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衛
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理
事
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英俊
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幸子

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

