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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 2067 回 令和元年 5 月 16 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. 雑誌紹介
10．地区研修会報告
11．次週例会案内
12. 点 鐘

本日の例会案内
＊雑誌紹介
＊2019-20 年度の地区研修協議会参加報告
＊例会終了後プログラム委員会

第 2066 回 例会内容（5/9）
■会長の時間
会長 坂田 師通 君
令和最初の例会です。風薫
る５月となりました。
皆様は、おそらく若い頃、
ハインリッヒ・ハイネの詩を
読まれたことがあるかと存じ
ます。今日はハイネのことを
少しだけお話します。
まずは、有名な幕合いの歌
第一番です。本日の訳は万足
卓先生の訳です。
「目ざめるような春５月 すべての花の開くころ、
僕の胸にも美しく 初めて咲いた恋ごころ
目ざめるような春５月 すべての鳥の歌うころ、
包みきれずに打ちあけた 僕のあこがれ、下ごころ」
次は『帰郷』の第四七番です。
「咲き匂う花のように 美しく、清く、気高い
お姿を眺めていると 故知らずあわれは深い
我知らず捧げる祈りー いつまでも変わることなく
この人の子をお守りあれよ、気高く、清く、美しく」

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』
5 月の月間テーマ
青少年奉仕月間
次週例会案内；5 月 23 日（2068 回）
＊新会員卓話―吉田憲市君
＊会員卓話
＊100 万㌦ランチ BOX
おそらく、この気高く、清く、美しくというフレーズ
は「タカラヅカ」の合言葉にもなったのだと思います。
ハインリッヒ・ハイネは 1793 年 12 月 13 日ベルグ公
国のデュッセルドルフで生まれ、1856 年 2 月 17 日フラ
ンス帝国のパリで亡くなっています。58 年の人生でし
た。ハイネは、デュッセルドルフの比較的裕福なユダヤ
人の家庭に生まれ、ギムナジウムに進学しましたが、商
人になるために中退し、ファーレガンプ商業学校に通
い、18 歳になるとフランクフルトの銀行家リンツコップ
のもとで２か月間見習いをした後、ハンブルグの叔父
（銀行家、慈善家）のザロモン・ハイネのもとで見習い
として勤めました。仕事は、あまりうまくやれなかった
3 ようで、叔父が作ってくれた「ハリー・ハイネ商会」
は１年で潰れています。この時に、ザロモンの娘のアマ
ーリエに恋心を抱き、この時の失恋体験がのちの恋愛抒
情詩の出発点となったとされています。1819 年、商人の
道をやめて、ボン大学に入学。この頃から、文筆活動を
開始しています。その後、ボン大学を辞めてゲッチンゲ
ン大学に入学するも問題を起こして退学、ベルリン大学
に移り、ヘーゲルと出会っております。この頃から、詩
集や戯曲を刊行して名声も得ており、アーデルベルト・
フォン・シャミッソーやクリスティアン・ディートリッ
ヒ・クラッベと交流を持っておりました。1824 年再びゲ
ッチンゲン大学に戻っておりハルツ山地を抜ける徒歩旅
行や各地を訪れていますが、ヴァイマルのゲーテを訪ね
た時には冷遇を受けたようです。ドイツでは色々な場所

に移り住んでいますが、グリム兄弟、ルートヴィヒ・ベ
ルネ、ロベルト・シューマンと親交を結んでいます。
1831 年にパリに移住し、終生までパリにいることにな
りますが、作曲家ではエクトル・ベルリオーズ、フレデ
リック・ショパン、ジョアキーノ・ロッシーニ、フェリ
ックス・メンデルスゾーン、リヒャルト・ワーグナー、
作家ではオノレ・ド・バルザック、ヴィクトル・ユーゴ
ー、ジョルジュ・サンド、アレクサンドル・デュマ等と
交流を持っております。1832 年にゲーテが亡くなり、青
年ドイツ派のハインリッヒ・ラウベと交流を持つように
なりましたが、1835 年ドイツ連邦議会により青年ドイツ
派の出版が禁止され、ハイネはその筆頭にあげられま
す。1841 年にマチルドと結婚します。1843 年～45 年は
カール・マルクスやフリードリッヒ・エンゲルスとの交
流をし、お互いに助け合っております。1847 年頃からハ
イネは麻痺状態となりますが、185 年『ロマンツェロ』
を刊行しています。1855 年、病床のハイネのもとにエリ
ーゼ・クリニッツという若い女性（愛称ムーシュ）がた
びたび訪れるようになり、死去まで交流を持っておりま
す。ロベルト・シューマン、フランツ・シューベルト、
フェリックス・メンデルスゾーン等の多くの作曲家がハ
イネの詩に曲をつけております。最後に有名な「ローレ
ライ」を読みます。ナチス時代にはハイネの著作は焚書
となっていたそうですが、この詩だけは、作詞者の名前
を消して歌われていたことは有名であります。
「なぜか知らぬが こころ憂え、
そぞろ身に泌む むかしの伝え。
たそがれ迫る ラインの流れ、
入日に焼ける 山のはずれ。
乙女がひとり 岩の上で
こがねの髪を こがねの櫛で
梳きつつ歌う 歌はさながら
心をうばう 妖しのちから。
舟漕ぐ人は 櫂を忘れ、
岩かどを見ず 乙女に見とれ、
見るまに舟も 人もさらい、
波に葬る ああ、ローレライ。」
皆様も、たまにはハインリッヒ・ハイネの詩を読んで、
目ざめるような春５月を楽しまれるのも、良いのではな
いでしょうか。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
＜理事会報告 2019.5.9＞
1.高鍋明倫賞の件
該当なしで承認
2.吉田憲市君の所属委員会の件 親睦活動委員会で承認
3.国際ソロプチミスト創立 25 周年式典・祝賀会の件
祝儀＋祝電 (会長、幹事、会長エレクトの 3 名参加)
4.クールビズの件
5 月～10 月実施で承認

■幹事報告
幹事 橋口 清和 君
＜文書案内＞
＊国際ソロプチミスト高鍋の
創立 25 周年記念式典ご案内
日時 2019 年 5 月 30 日
11 時～
場所 ホテル四季亭 2 階

☆外部卓話
都農町『大改革』

都農町長 河野 正和 様

本日の高鍋ロータリー
クラブの例会に招聘頂き
ましてありがとうござい
ます。
そして、道の駅つの、
一の宮神社、ワイナリー
等にお立ち寄り頂きまし
て心から御礼を申し上げ
ます。都農町は、『山と
滝とくだもののまち』を
キャッチコピーとして農
の都・都農町』で栽培された、葡萄・梨・とまと・キウ
イ等を観光農園で楽しみ、持ち帰れる体験農業型を推進
しております。キウイに関しましては、ＮＺの外資農場
との業務提携で㈱マイキウイ、㈱豊畑を設立し、地元雇
用拡大、リース料収入を見込んだ戦略を近年始動いたし
ました。私が就任した時の都農町の財政内容は、第２の
夕張市と云われるくらいに最悪の状態でした。そこから
のスタートでしたが、行政マンとして、財務・農政を 27
年間携わり、その経験が生かされるようになった 12 年
間でした。当初は、職員、他機関、町民にまちづくりの
事を打診しても、お金・予算がないから、『ダメだ・ダ
メだの大合唱』をうけていましたが、議会で方針演説の
際、『金儲けの出来る町・都農町』の大演説の後、変化
が見えてきて現在に至っております。振り返りますと
2010 年の口蹄疫がターニングポイントかもしれないです
ね。復興の義捐金が入ってきて負のスパイラルから正の
スパイラルへの転換期が訪れました。道の駅に１億 3500
万円を投じ、運営は、都農商工会に委託、箱モノのみを
町、と分離し現在に至っております。利益の一部は、毎
年、寄付金として都農町が頂いております。その他、県
外の明太子のやまや、ＰＡＲＩＳ ＪＡＰＯＮ㈱、県内
の㈱ミヤチク、大森淡水㈱等々との業務提携により、ふ
るさと納税実質日本一を手中に入れるような状態に変化
しました。町民所得は、ワースト３から脱出、人口減少
は、やや止まり、町内部留保は、基金増で 10 倍位（12
年前より）頼みの綱の過疎債が使えなくなる可能性大、
と背景は、厳しいままで推移しています。政策としては
経済から保健・医療・介護へと移行していきたい。
単なる医療費の・介護費の削減ではなく、経済に替わ
り都農町に活力を生み出す政策を実行していきたい。そ
こには、新都農町立病院が鍵を握っていると考えます。

来年 2020 年が都農町町制 100 周年です。是非、都農町
へ、ふぐ丼、ワイン、マカロン、葡萄、なし、等を食べ
に寄ってみて下さい。
又、次回、お呼び頂くときは、更なる発展を期してい
る時にお伺いいたします。
御清聴ありがとうございました。
（代理レポート 石田喜克）

♬♬月初めのセレモニー♬♬

【松尾正博君】河野都農町長をお迎えしての卓話を楽し
みにしております。よろしくお願い申し上げます。
【石田喜克君】河野正和都農町長様の卓話楽しみにして
いました。感謝‼ 前へ‼
【野添勝久君】今日は河野正和都農町長の卓話をありが
とうございます。
【木浦亨英君】都農町長をお迎えして。私の血の半分は
都農の血が流れています。父が都農町の木戸平出身
で木浦家に養子に来ています。都農町の頑張りを見て
いると喜ばしい限りです。
【曽我部幸夫君】誕生祝のお返しとして。

■出席報告

傘寿祝 河原君おめでとう！

親睦活動委員 長濱君

お誕生日おめでとうございます。

長濱君、橋口君、河原君、曽我部君、柴垣君
結婚記念日おめでとうございます。

向山君

茂木君

（5/9）
正会員総数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

出席委員長 長野孝吉君

41 名
31 名
77.50％
82.50％

ソングリーダー 川上幸子君

ピアノ演奏 森幸子さん

柴垣君

■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 長谷川修身君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
【坂田師通君】ようこそ高鍋ロー
タリークラブへ。 都農町長
河野正和様本日は宜しくお
願いします。
【橋口清和君】誕生祝のお返しと
して。河野正和都農町長様を
お迎えして。卓話宜しくお願
い致します。九茶の新茶あり
がとうございます。
【向山健一君】結婚記念祝いのお返しとして。
【茂木晃君】結婚記念祝いのお礼。
【河原好秋君】誕生日祝いのお返しとして。

講師紹介 石田君

絵画説明 石井君

地区研修協議会案内
次期幹事 桑野君

次週例会案内
副幹事 野添君

