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■会長の時間             会長 坂田 師通 君 

医者になって 6 年目医局の

命令で、私は、水曜日の夜は東

京郊外の老人病院で当直をし

ていました。私が到着すると、

遅番の常勤の先生が申し送り

をして下さるのですが、6月か

らは新しく入職された私と同

年代の女性医師（以下 S子先生

と呼びます）になりました。「私

がS子です。小児科です。内科

外来に『小児科はじめました』

と張り紙がしてあったでしょう。何か冷やし中華はじめ

ましたみたいですね」と無邪気に笑われました。 

私が当直する日、巨人戦があると彼女は必ず医局のテ

レビでナイターを見ていました。その病院では当直医は

医局のソファーを自分でベッドメーキングするシステム

でしたので、彼女が居ると寝る準備ができなくなり、毎回

ナイター観戦に付き合うこととなりました。当時リレー

ナイターと言って 9 時頃までに試合が終わらないと日本

テレビから 9 時以降は別のチャンネルでナイター放送を

行っていましたので、試合が長引けば長引くほど私の就 

寝時間は遅くなるのでした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

S子先生は高校時代から原辰徳選手の大ファンであり

追っかけもやっていたそうで、お父様から「そんなこと

をやっていたら大学に落ちるぞ」と言われたそうですが

見事有名公立大学に現役で合格され、「私が医者になれ

たのは原選手のおかげです」と国家試験の発表の日にお

父様に申し上げられたそうです。原選手が活躍して巨人

が勝つと「もう一度あの場面が見たい」と言って 11時

過ぎのプロ野球ニュースまで医局に残っておられたり、

時には午前0時頃のスポーツニュースまで見て帰られた

ので、寝ることを唯一の楽しみにしていた私にとっては

大変な迷惑でした。 

 10月末か11月初めの日本シリーズも終わった頃、当

直に行くとS子先生ではなく別の常勤の先生が遅番でし

た。S子先生は体調を悪くして休んでおられるとのこと

でしたが、その後S子先生に会うことなく、クリスマス

前にはS子先生はその病院を退職され、内科外来にあっ

た「小児科はじめました」の貼り紙もなくなりました。 

 ラーメン屋に「冷やし中華はじめました」の貼り紙を

見る度に私はS子先生のことを思い出し、監督として活

躍されている原辰徳氏をS子先生は今でも何処かで熱狂

的に応援されているのだろうなと思います。当直に行っ

た時には死亡診断書が書いてあって日付と時刻を記入す

ればよいような老人病院のシステムは不快なもので、そ

の病院での当直は私にとって楽しいものではありません

でしたが、S子先生とナイターを見ながら一緒に過ごし
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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』 

6月の月間テーマ 

  ロータリー親睦月間   

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.  

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

   我らの生業 

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    

＊クラブ協議会―年間活動報告（後半） 

＊次年度プログラム委員会 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

次週例会案内；6月 27日（2073回） 

＊三役退任あいさつ 

＊青少年交換留学生について 

＊100万㌦ BOX 

第 2071回 例会内容（6/13） 

 

 

 

    



た時間と野球談議（私はアンチ巨人）は、今でも良い思

い出として残っています。もしかしたら私はS子先生に

少しだけ恋をしていたのかもしれません。 

      

■幹事報告＜文書案内＞   幹事 橋口 清和 君 

＊地区広報・公共イメージ部門 

 雑誌委員長よりアンケートの 

お願い。（〆切7/5） 

＊地区ロータリー財団・補助金 

管理セミナー開催案内 

 日時 2019年8月4日（日） 

    13：00～16：00 

 場所 メインホテル5Ｆ 

 登録料 1人2,000円 

 

クラブ協議会―年間活動報告  

○プログラム委員会      委員長 石田喜克君 

①内部卓話は、平山、青木、河 

野、横山、井上、武末、野添、 

橋口、木浦、三原、長谷川君の 

11名終了。 

②外部卓話は、天満夫妻、安田郁 

子氏、木下幸一氏、橋田和実氏、 

松田省吾氏、富井真紀氏、福田 

隆宏氏、川田新郎氏、萩原浩二 

氏、児玉健二氏、河野正和氏、 

の延べ 11名。 

③7月19日(木)進洋丸乗船(移動例会)宮崎港、 

11月15日(木)職場訪問:井上商店、 

11月6日(火)宮城県女川町長須田善明氏講演会:四季亭 

12月7日(金)移動例会:富井真紀氏講演会御船～美術館 

④新入会員卓話3名実施：横山、関、吉田 

⑤他に上杉米沢RC訪問報告、 

ライラ参加報告：九電高鍋2名報告、甘木 RC訪問報告 

地区大会、地区研修協議会参加報告等多岐に渡りスピ 

ーチの機会が多かった。 

最後に、7月 26日(木)のガバナー公式訪問は、川原ガバ

ナーをお迎えして素晴らしき状況でした。 

坂田会長年度最初に、坂田会長が自主的に提出された、外

部卓話依頼者リストアップ資料のお陰で、実のある例会

が開催されたと感じています。会員の皆様のお陰で無事

終了いたします。感謝。 

 

〇クラブ研修委員会      委員長 岡島達雄君 

① 月初めの例会時に研修の時

間を2か月に1回実施 

② 炉辺会合等の機会を生かし

ロータリー知識の普及と意

識の高揚を図る。3か月に 1

回。5月を除いて実施 

③ ロータリー研修懇親会を開

催。 グループに分かれて集

会。 集会中はロータリーの

話だけ。2月14日 テーマ「高鍋クラブの将来」 

④ 入会 3 年未満の会員に地区などの研修に参加は地区

の研修会はなし。(藤本君がRLIに参加) 

⑤ 新入会員のための研修を行う 

5月30 関君と吉田君に研修 

   

〇出席委員会        委員長 長野孝吉君 

年間出席率表配布 

年間100％出席功労者は 

5月末現在22名の予定。 

年間出席率は、目標の85％を 

達成の見込み。 

夜間例会のホーム出席率が 

悪いので次年度は対策を。 

 

 

    

ＳＡＡ 中武泰一郎君    会計 高橋康朗君 

 

     
クラブ管理 桑野倫夫君     親睦活動 長谷川修身君 

 

       

  国際奉仕 図師義孝君      次週案内 野添勝久君 

  

            

 

 

 
   

 
   



■ＢＯＸ披露       親睦活動委員 三原 元季 君 

＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞ 

【坂田師通君】クラブ協議会宜 

しくお願いします。 

【図師義孝君】結婚記念日のお 

祝い有難うございました。 

あっという間の50年でした。 

【石田喜克君】結婚記念祝いの品 

ありがとうございました。 

2回目ですが何年目か忘れて 

しまいました。 

【岡島達雄君】5月30日の夜間例会等では私の一過性の 

  記憶障害のため会員の皆様には多大なご迷惑をおか 

け致しました。特に坂田先生には適切なご判断で児湯 

医療センターまで御同道いただき、診察にもお立合い 

頂いたとか、感謝の言葉もありません。 

ありがとうございました。 

 

■出席報告         出席委員 向山健一君 

 

（6/13）               

正 会 員 総 数 41名 

出 席 会 員 数 30名 

ホーム出席率 75.00％ 

修正出席率 82.50％ 

 

 

 

 

 

   
 ソングリーダー 多賀学昭君 

 

  

ピアノ演奏 森幸子さん 

 

 

 

 

「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。 

  

 

 

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 

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 

宮崎南 宮崎観光ホテル 

宮崎東 ウェルシティー宮崎 

延岡東 ガーデンベルｽﾞ延岡 

火 

日向東 はまぐり荘 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

都城北 都城ロイヤルホテル 

水 

日向中央 はまぐり荘 

宮崎北 ホテルマリックス 

都城西 ホテル中山荘 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 

延岡中央 ホテルメリージュ延岡 

宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

都城中央 都城大丸 

金 

宮崎西 宮崎観光ホテル 

日向 喜重会館 

都城 メインホテルナカムラ 

 

 

 
   


