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第 2096 回 令和元年 12 月 12 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
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．年次総会
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊血圧測定
＊年次総会
＊青少年交換留学生奨学金授与＆近況報告
＊会員卓話―坂田師通君

第 2095 例会内容（12/5）
■会長の時間
会長 青木 善明 君
公衆便所の設置運動
ロータリークラブとして地
）
域社会へ向けての実践活動の
始まりが、わが国でもよく知ら
れている公衆便所の設置運動
でした。
1907 年、シカゴ市の中心部に
公衆便所がないため通行人が
不便な思いをしているとの話
しを聞いたポ－ル・ハリスは、それに対応した活動をする
ことがロータリー会員の市民意識を向上させる絶好の機
会になると考えました。クラブではすぐさま、25 の市民
団体を集めて公衆便所建設連合委員会を立ち上げ、シカ
ゴ市当局に対して設置運動を開始しました。
しかし、これに猛反発したのが、この地域の規制権益を
守ろうとするシカゴ百貨店組合と醸造組合でした。
当事の市中心部で便所を使用するには、百貨店に入る
か、バ－（ビ－ル立ち飲み店）に立ち寄るかしかありませ
んでしたから、無料トイレができれば百貨店やバ－に入
る客が減って、それらの店の収入減になると予測したか
らです。行政との交渉が長引き、工事開始までに２年の歳
月を要しましたが、シカゴ・クラブの努力が実って、つい
に 1909 年、市から建設費用の捻出に成功し、市庁舎と
市立図書館の横に２か所の公衆便所が設置されました。

『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』
12 月の月間テーマ
疾病予防と治療月間
次週例会案内 12 月 19 日（2097 回）
＊100 万㌦ランチ BOX
＊クラブ協議会（半期報告）後半
＊会員卓話―石井君
＊プログラム委員会
これは初期ロ－タリ－の社会活動の中で、世界のロ－
タリアンが誇りにするに足る出来事ですが、これを“社会
奉仕”の始まりとするのは疑問です。
誰もが理解できるように、この公衆便所は市の予算で、
市有地に建設されたもので、ロ－タリアンの寄付による
慈善事業ではありませんでした。
しかし、最も基本的なことは、この当事のロ－タリ－に
はまだ“奉仕”という理念が生まれていなかつたことで、
もちろん 1927 年になって登場する“社会奉仕”という概
念はこの時点では存在していませんでした。

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 桑野 倫夫 君
＊2020-21 年度地区役員就任依頼
＊第 7 期 2730RLI パートⅢDL 研修
セミナー開催のご案内
日時 2020 年 1 月 12 日（日）
10：00～16：00
場所 鹿屋市中央公民館
＊2020－2021 年度地区役員就任の
お願いについて

☆月初めのセレモニー
誕生日おめでとう！
青木善明君、武末喜久治君、緒方隆憲君、藤本範行君

結婚記念日おめでとう！
緒方郁男君

○出席委員会
委員長 横山 隆 君
（実績に対するコメント）
・上半期のホーム出席率は75.12％と
目標の 85％を下回ったものの確定
出席率は 86.2％で目標を達成して
いる。
・昨年度上半期の実績と比較しても、
ホーム 1.58％、確定 2.37％といず
れも昨年度を上回っている。
・メークアップ率で比較しても当年度が 0.79％昨年度を
上回っている。
・無断欠席率は 14％と高い。
（今後の取組み）
・引き続き例会出席のお願いを行うとともに参加できな
い場合のメークアップの活用を呼び掛ける。
・どうしても欠席となる場合は事務局へ事前連絡をお願
いするとともに当日に急遽欠席となった場合でも電話
での一報をお願いする。

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員 板垣 衛君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

古稀お祝い
おめでとうございます！

月初めのセレモニー
親睦活動委員 長濱 博君

雑誌紹介 雑誌副委員長
高橋康朗君

■クラブ協議会（半期報告）
〇クラブ研修委員会
委員長 岡島達雄君
活動方針 ロータリーの目的を
理解し、ロータリー活動を
より楽しむことができるよ
うにつとめる。
活動計画
➀月初めの例会時に研修の時間
を持つ。2 か月に 1 回実施で
きなかった。後期に期待。
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 親睦委員会に一度資料を提供。
結果は未確認。
③ロータリー夜間研修会 10 月 17 日実施。結果をどう
使うかがカギ。 次回は 2 月。
④地区などの研修に参加することを奨励する。とくに
入会 3 年未満の会員。該当する地区の研修会なし。
⑤新入会員のための研修を行う。新入会員なし。

【青木善明君】誕生祝、古稀祝と
ダブルのお祝い有難うござい
ます。
「人生 70 年古稀稀なり」
これからも健康に留意しなが
ら生かされている事に「感謝」
して毎日を精一杯生きていき
ます。
【武末喜久治君】誕生祝のお返し
として。古稀となりました。
70 歳からが楽しいと記事で読みました。
【藤本範行君】12 月 5 日 73 回目の誕生日を迎えました。
お祝いを有難うございます！
【緒方郁男君】結婚記念祝いのお返しとして。何とか仲良
くやっているつもりです。

本日のビジター
安達龍大君
（宮崎北 RC）

■出席報告

出席委員長 横山 隆 君

出席報告 （12/5）
正会員 数
40 名
出席会員数
28 名
ホ ー ム 出 席 率 70.00％
修正出席率
85.00％

