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＜喜島健一郎ガバナー公式訪問＞ 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間           会長 青木 善明 君 

皆様こんにちは、本日はガバ

ナー公式訪問とクラブフォ－

ラムのために、国際ロータリー

第 2730地区ガバナー喜島健一

郎氏にお越しいただいており

ます。ようこそ高鍋ロータリー

クラブへ会員一同心から歓迎

申し上げます。 

さて、４年に一度、ラグビ－

世界一を決めるワ－ルドカッ 

プ日本大会は2日、横浜市・日産スタジアムで最終日を迎

え、決勝で南アフリカがイングランドを 32 対 12 で破り

ました。2007年以来 3大会ぶりの優勝で、ニュ－ジラン

ドに並ぶ最多３度目の頂点に立ちました。その南アフリ

カをまとめたのは、28 歳のフランカ－シヤ・コリシ主将

です。アパルトヘイト(人種隔離)政策の撤廃から四半世

紀を経て、南アフリカ初の黒人主将を担い、多様性に富ん

だ「虹の国」の希望となったのです。 

約１ヶ月半、苦楽をともにした仲間に囲まれた中心で、

ゴ－ルドに輝く優勝杯「ウェブ・エリス・カップ」を高々

と揚げた。大歓声に包まれ、花火が上がる。グラウンドに

もスタンドにも、笑顔があふれました。コリン主将は「今

の気持ちは説明できない。ただ、チ－ムメイトのうれしい

そうな顔を見てこれまでの人生でベストな瞬間だった」 

と夢のような一時に身をゆだねたのでした。コリン主将

は1991年6月ネアパルトヘイト政策で作られた南アフリ
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高鍋ロータリークラブテーマ 

『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』 

11月の月間テーマ 

   ロータリー財団月間     

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.  

 

 

  

 

   

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 

 
本日の例会案内   

＊血圧測定・米山ランチ BOX 

＊雑誌紹介 

＊会員卓話―福岡君、阿多君 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

 

 

 

 

   

      

 

 

次週例会案内 11月 21日（2093回） 

＊会員卓話＝長野孝吉君、高橋康朗君 

＊例会終了後理事会開催 

 

第 2091例会内容（11/7） 
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カ南部にあるポ－トエリザベス郊外の旧黒人居住区で生

まれ、祖母に育てられたが生活は苦しく、学校の給食が、

ささやかな楽しみであり、8歳でラグビ－を始めると、人

生は一変し、瞬く間に才能を開花させ、強豪校から声がか

かり「ラグビ－を始めて規律や尊敬など大切な事を学び

ました」。2007 年南アフリカが２度目のＷ杯の頂点に立

った試合は飲食店で観戦し「国が大きく変化し、一つにな

って行った。スポ－ツは人と人とをつなげる力がある」と

実感した。南半球最高峰リ－グ、スーパ－ラグビ－などで

力をつけ、2013 年に代表デビュ－。前回Ｗ杯も参加し、

昨年３月に就任したヨハン・エラスムス監督から「コリシ

の力で国を団結させたいと思った」と主将に指名され、

「肌の色は関係ない。スプリングボクスの主将は本当に

特別な存在」と務めてきた。南アフリカが初めてＷ杯に参

加したのは 1995年で、人種融和を目的に自国開催を実現

させた同国で黒人初の大統領ネルソン・マンデラ氏(故

人)が背番号「6」のジャ－ジを着て優勝杯を手渡すシ－ン

は、多くの人の記憶に刻まれた。24 年間の時を経て、同

じ「6」を背負うコリン主将がチ－ムの精神的支柱になり、

優勝杯を誇らしげに掲げた。決して大柄ではないが、今大

会は先発 6 試合を含む全 7 試合に出場。決勝は節目とな

る50試合目の代表戦だった。「願いがあればチャンスに

対して 100％の準備をする。一度逃したチャンスは二度と

来ない」強い信念は実を結び、南アフリカの心を一つにし

た。44 日間の熱狂につつまれたＷ杯の祭典は終わりまし

たが、県内はＷ杯代表キャンプで機運が起こり、11月5日

の宮日新聞の第一面には「僕も、私もラグビ－やりたい」

ラグビースクール見学や体験者増加の記事が掲載されて

いました。その記事の中に我が高鍋ロータリークラブの

石田君が取材されています。そして私たち会員も毎年高

鍋ロータリーカップミニラグビ－大会を支援し青少年育

成に携わらせていただいております。来年開催で第13回

になります。更に石田君は高鍋 RSの校長で、宮崎県ラグ

ビーフットボ－ル協会普及育成委員長も兼務しています。

同じく 11月5日の宮日新聞西都・児湯版にギョ－ザを通

じて高鍋町の農商工業振興や交流人口増加を図ろうと地

元の 18店舗が餃子(ぎょうざ)のまち高鍋推進協議会を 3

日に発足したとの記事が掲載されていました。この中に

は我が高鍋クラブ会員であります武末君の「たかなべギ

ョーザ」、息子さんの「炊き餃子喜八郎」、清水君の「中

国料理樹樹」、石田君の息子さんの「ベ－カリーCafé

風々々」長谷川君の「長谷川だんご高鍋店」です。 

喜島ガバナーには是非「ぎょうざのまち高鍋」を堪能し

ていただき、本日はご指導のほどどうぞよろしくお願い

申し上げます。 

   

■幹事報告＜文書案内＞     幹事 桑野 倫夫 君 

＊日本のロータリー100周年実 

行委員会よりクラブと会員の 

ロータリーに関する意識調査 

アンケートのお願い  

（〆切11/20） 

＊風呂井ガバナーエレクトより 

 委員会構成＆定款細則の見直 

しについてお願い 

 

 

■ガバナーアドレス   国際ロータリー第2730地区 

ガバナー 喜島 健一郎 様 

こんにちは。当年度のガバ

ナーに就任致しました宮崎

西RC所属の喜島健一郎で

す。１年間どうぞよろしく

お願い申し上げます。 

 さて、例会に先立ち先ほど

会長幹事会にて貴クラブ事

業計画を伺い、素晴らしい事

業計画の内容及び活動の実

績に大変感銘を受けました。 

それでは、お話をさせて頂

きます。国際ロータリーのマークダニエル・マローニー会

長は、自分の日ごろの意見を国際協議会でたくさん話さ

れました。一つはロータリーの目標についてです。ロータ

リーの目標は、職業上の倫理観を高めることによってロ

ータリアンの職業を高潔化するということ、またロータ

リアンが個人の立場で職業上・社会生活上の奉仕活動を

行うということ、それから知り合いを広めることによっ

て奉仕の機会とすること、ロータリーを学んだ職業人が

世界的ネットワークを通じて世界平和・親睦・平和推進に

努めていくということを大きな声で何度も言っておられ

ました。そしてそのことを達成するための会長テーマと

して「ロータリーは世界をつなぐ」ということにつながる

わけです。これを達成するためにロータリーを活性化し

てください、クラブを活性化してください、クラブの決ま

りを改革してください、それから国連との連携を進めて

ください。というお話をされました。それらを踏まえたう

えで、私は「クラブの活性化に努めよう」ということを私

達2730地区の目標にいたしました。そしてその為に地区

の方針5項目を立てました。 

１． 童心と共に原点に返り原点を大切にして変化を

受け入れ目標に向かおう 

２． 女性会員が 10％未満のクラブは 10％以上に増強

しよう 

３． クラブの会員が50名以下のクラブは10名単位で

会員を増強しよう 

４． 姉妹クラブがないクラブは国内か国外に姉妹ク

ラブを作ろう 

５． 5年間グローバル補助金を使用していないクラブ

は、財団のグローバル補助金を使い国境を越えた

恵まれない人々を支援する活動をしよう 

  

   



ということを申し上げました。この計画を実践していく

ために戦略委員会を地区に作りました。しかし、国際ロー

タリーから地区だけではだめだと、地区内全クラブに戦

略委員会は必要だと、あなたの地区にはいくつのクラブ

があり、いくつのクラブが委員会を作り実行しているか

報告せよ、との指示がありました。そこで皆様にお願いし

たいことは、それぞれのクラブに戦略委員会を作ってい

いただきたい。そしてその戦略委員会で 5 つの方針の中

でどの方針に自分たちは向かうのか？向かう方針は一つ

でいいのか？二つに向かうのか？あるいは３つにむかう

のか？それらを各クラブで検討し協議していただきたい。

検討し協議することが未来につながります。 

それから、もう一つお話ししたいことは、メイキャップに

ついてです。1年間メイキャップを認めるという方針が出

されました。この件につきましてはまだ正式な日本語訳

はできておりません。クラブ細則を変更するにしても、こ

の日本語訳が基となります。クラブにとって活性化する

ためにはどのようにすればよいのか、戦略委員会を中心

としてクラブ全体で協議していただきたいと思っており

ます。「ガバナー月信」の8月号に『クラブと地区に関す

る重要な変更「出席」に対する地区見解ご案内』が掲載さ

れます。参考にしていただきたいと思います。 

長々と話しましたが、私が心から祈念申し上げており

ますことはクラブの皆様方が親睦を深め、楽しい活動に

つながることであります。そしてそれがロータリアンの

資質向上につながるわけでありますから、どうぞ皆様、つ

ながりあって親睦を深めていきましょう。1年間よろしく

お願いいたします。 

   

 

☆青少年交換留学生へ奨学金授与＆ 

       ホストファミリー岩切君 へ助成金 

  

 

 

☆月初めのセレモニー  

 誕生日お祝い   高橋君  野添君  阿多君 

   

 

結婚記念日のお祝い❣ 

    長谷川君 藤本君 橋口君 黒木君、 

             井上君、坂田君、横山君 

 
 

 

■ＢＯＸ披露     親睦活動委員 長濱 博 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞  

【青木善明君】喜島健一郎ガバナー公式訪問誠にありが 

とうございます。本日はご指導よろしくお願い致し 

ます。 

【桑野倫夫君】喜島ガバナー、上田ガバナー補佐をお迎え 

しての公式訪問、本日はよろしくお願いします。 

【茂木晃君】喜島健一郎ガバナー、上田普ガバナー補佐を 

お迎えして。 

【黒木敏之君】ガバナーをお迎えして。 

【橋口清和君】喜島健一郎ガバナーをお迎えして。結婚記 

念祝いのお返し。今月いっぱい欠席のお詫び。 

【井上博功君】喜島健一郎ガバナー、上田普ガバナー補佐 

をお迎えして。 

【岩切洋君】喜島ガバナー。上田ガバナー補佐をお迎えし 

て。本日はよろしくお願いします 

【藤本範行君】喜島健一郎ガバナー、上田普ガバナー補佐 

  ようこそ高鍋ロータリークラブへ。本日はご指導を 

よろしくお願いします。 

【長谷川修身君】喜島健一郎ガバナー本日はご指導宜し 

くお願いします。 

【長濱博君】喜島ガバナーをお迎えして心から歓迎を申 

し上げす。ご指導の程よろしくお願いします。 

【野添勝久君】誕生日のお祝いありがとうございます。 

  喜島ガバナー本日はよろしくお願い致します。 

【坂田師通君】ようこそ喜島ガバナー高鍋ロータリーク 

ラブへ。結婚記念日のお祝いのお返しとして。 

 

 

 

■出席報告        出席委員 横山 隆 君 

 

出席報告 （11/7）       

正 会 員  数 40名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 85.00％ 

修正出席率 １00.00％ 

 

 

 

   



  

  
 

    
 

    

 

 

 

 
 

 

 

 

 

「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。 

  

 

 

 

『メ－クアップしましょう』 

中部グループ各クラブメ－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 ニューウェルシティー宮崎 

火 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

宮崎アカデミー 宮崎大学地域デザイン棟 （第2・第4） 

水 
宮崎北 ホテルマリックス 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

金 宮崎西 宮崎観光ホテル 

 

 

 

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 

 

 


