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長谷川 修 身
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

第 2081 回 令和元年 8 月 29 日プログラム - 1 高鍋ロータリークラブテーマ
6 3 6
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

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

本日の例会案内
＊100 万㌦ランチ BOX
＊会員卓話―緒方隆憲君・板垣 衛君
＊例会終了後プログラム委員会

第 2080 回 例会内容（8/22）
☆会長の時間
会長 青木 善明 君
創立メンバ－が集まった初
日には、まだクラブの名称も、
規則も役員も決められたわけ
ではありませんので、正式(法
的)には団体が創立したとは
言えず、単に創立準備会が開
かれたというべきでしょう。
しかしながら後日、ロ－タ
リ－はこの日(1905 年 2 月 23
日)を創立記念日と定めまし
た。いつその決定がなされたのか明瞭ではありませんが、
それはずっと後年なってからのことではないようです。
なぜならば、早い時期に、この当時のロ－タリ－年度を
2 月から翌年 1 月までと定めています。2 月が年度初めだ
とすると 2 月の集まりは初回の１度だけですから、この
日が正式なクラブの集会だと判断していることになりま
す。(現在のロ－タリ－,年度が 7 月～翌年 6 月であるの
は、RI への移行が最終決定された国際大会が 7 月に開催
されたからです。)
四人が集まったユニティ・ビル 711 号室のガスタ－ヴァ
ス・ロ－アの事務室は、照明の薄暗い小さな一室で、机

『新時代につなごう誇りと奉仕の友愛』
第 2730 地区ガバナー
喜島健一郎
中部分区ガバナー補佐 上田
普
RI テーマ 『ロータリーは世界をつなぐ』
地区テーマ『クラブの活性化に務めよう』
８月の月間テーマ
会員増強月間
次週例会案内 9 月 5 日（2082 回）
＊月初めのセレモニー
＊米山ランチ BOX
＊会員卓話―橋口清和君
＊雑誌紹介
＊例会終了後理事会
が一つと、座り心地の良くない椅子が 4 脚、隅にコ－ト掛
けが一つ置いてあり、壁に設計図が一枚貼ってあるだけ
の殺風景な部屋でした。
この部屋はロ－タリ－創立 75 周年にあたる 1980 年に、
創立記念日当時と同じ状態に戻され、さらにユニティ・ビ
ルが 1989 年に取り壊されたとき、ロ－タリアンの手によ
って部屋の天井・床・木製の壁周りを剥がし、事務用品・
家具調度品とともに保存されました。
1994 年にロ－タリ本部がエヴァンストンに移された際
に、この部屋はそっくりその世界本部内に移築され、毎年
多くのロ－タリアンが訪れているそうです。
ロ－タリ－の歴史を語る書物の中で、このユニティ・ビ
ル 711 号室の写真を見ることがあると思います。
それは、
実はエヴァンストンのＲＩ本部に再現された記念の部屋
の写真なのです。

☆幹事報告
＜文書案内＞
＊第 19 回高鍋城燈籠祭り
「町民総おどり」参加願い
日時 2019 年 10 月 12 日
14：30～
場所 舞鶴公園前

☆外部卓話

幹事 桑野 倫夫 君

☆ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 野添 勝久 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

宮崎県立高鍋高等学校
校長 土肥 隆夫 様

1923 年高鍋中学校から始まり 2020 年に 100 周年
現在 3 学科
普通科
探究化科学科
生活文化科
目指す生徒像
真善美
明倫堂の精神
石井十次のことば
為せよ屈するなかれ
時重なればその事必ず成らん

☆青少年交換留学生あいさつ
黄 郁涵 様
初めまして。私は夏澄と
申します。私の名前は黄郁
涵です。台湾南投から来ま
した。私の趣味は、映画を見
ることと小説を読むことと
ランニングをすることで
す。色々趣味がありますが、
特に好きなのは旅行です。
知らない街を見て、様々
な料理を食べて、新しい発
見をするのが楽しいです。
日本文化に興味があるので 2017 年から自分で日本語を
勉強し始めました。私は、明るく前向きな性格で、人と話
すことや一緒に何かをすることが好きです。
お会いできてうれしいです。
これから日本語の勉強頑張
っていきます。よろしくお願いします。

【青木善明君】今日は、高鍋高校
校長土肥隆夫様の卓話、楽し
みにしております。よろしく
お願いします。又、青少年交
換留学生コウイクカン（かす
み）さんようこそ高鍋ロータ
リークラブへお二人を心か
ら歓迎致します。
【黒木敏之君】大変ご無沙汰をしております。久しぶりに
美しいピアノのメロディーで昼食を頂けます。
【松尾正博君】コウイクカンさん、土肥校長をお迎えして。
日本の高校生活を楽しんで下さい。校長先生サポート
をよろしくお願い致します。
【藤本範行君】「かすみ」さん、ようこそ高鍋 RC へ！
土肥校長先生 本日は卓話を楽しみにしています。
よろしくお願い致します。
【川上幸子君】8 月 15 日の宮日新聞に事業継承という事
で経済欄に（株）島子商店専務の息子と掲載していた
だきました。亡くなった父島子勝芳も孫が 4 年後事業
を継承してくれるという事で喜んでくれていると思
います。感謝を込めて。

■出席報告

出席報告（8/22）
正会員 数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

出席副委員長 向山 健一 君

41 名
33 名
80.49％
85.37％

副ＳＡＡ 川上幸子君 ＆ ピアノ演奏 森幸子さん

本日の食事
講師紹介 岩切 洋君

公務ご苦労様 黒木敏之君

