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第 2097 回 令和元年 12 月 19 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．クラブ協議会②
10．次週例会案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊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

第 2096 例会内容（12/12）
■会長の時間
会長 青木 善明 君
クラブ内の意見対立と融和策
ポ－ル・ハリスやドナルド・
）
カ－タ－によって対社会活動
が進められると、クラブの目的
として明示された事業利益の
増大＝相互扶助活動と親睦を
期待して入会してきた人たち
が不満を持ったのもうなずけ
ます。そしてロータリー内部に
創立３年目（ポ－ル・ハリス会
長）にして早くも意見の異なる２派が存在する用になり
ました。この二つの派閥間の接合約を見事に果たしたの
が初代親睦委員長を務めた歯科医のウイリアム・ネフで
した。欧米の習慣としてあらたまつた会合には夫婦同伴
で出席します。そのロ－タリ－の会合でのネフの心温ま
る融和策と、彼の温和な性格が高く評価され、年度末（当
事の年度末は１月）に盛大に開催されたネフ親睦委員長
の慰労会が、ロータリー伝統の「家族会」の始まりになっ
たと伝えられています。
そのネフ委員長の依頼を受けて、例会で歌を歌うこと
を提唱し、その指導を行ってロータリーソングを広めた
功労者がハリ－・ラグルスでした。歌を歌うことによって
意見の対立から冷たくなった例会の雰囲気を和らげ、友
情を取り戻す原動力にしようと考えた印刷業のラグルス

『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
12 月 26 日＆1 月 2 日は特別休会です。
次回例会案内 1 月 9 日（2098 回）
＊夜間例会＆新年会
点鐘 18：30
於；ホテル泉屋
は、30 曲を収めた「歌の本」というパンフレツトを印刷
して、例会のテ－ブルに配布し、自ら合唱を指揮したそう
です。そのパンフレツトは、例会後に戻しておくよう呼び
掛けられたにもかかわらず、持ち帰る人が多く、流出した
歌曲集がシカゴ地域社会の合唱運動の始まりになったと
いわれています。
そこでラグルスは増刷に増刷を繰り返し、
市中に流れ出
た歌曲集は数万部に及んだそうです。
彼は決して裕福ではありませんでしたが、費用のこと
については一言も口にしませんでした。
彼は晩年にカリフォルニアに引退した後も、近隣のク
ラブから卓話に呼ばれると、指揮棒を持って、喜んで出席
したと伝えられています。

毎月行われている会員の血圧測定
茂木 晃 君いつもお世話になります。

■幹事報告＜文書案内＞
幹事 桑野 倫夫 君
＊喜島ガバナーよりクラブにお
ける「戦略委員会」設置のお願い
＊風呂井ガバナーエレクトより
2020-21 年度地区組織図（案）
＊2020-21 年度クラブ状況報告
（1/20〆切）
＊首里城火災に対する支援金願
＊2730 地区台風等災害義捐金願

青少年交換留学生奨学金授与＆ホストファミリー岩切君

☆近況報告

青少年交換留学生
黄郁涵（かすみ）さん
4 ヶ月あっという間に過ぎて
いきました。だんだん日本の生
活に慣れてきました。
しかし、私は家族や友達に会
いたくなったり、台湾料理を食
べたくなったりすることがあ
ります。そんな時、ホストファ
ミリーや学校の友達が優しい
ので寂しくなくなります。
先週、岩切家のお父さんとお
母さんが私を台湾料理のお店に連れて行ってくれました。
本当に楽しかったです。
様々な初めての挑戦をしました。
日本語を勉強すること以外には、
よくアメリカの友達と
一緒に遊びました、そのおかげで、私の英語の会話能力が
高くなりました。
12 月 2 日から 6 日までの間は高鍋高校の修学旅行でし
た。皆さんが補助してくださったおかげで、楽しむことが
できました。長野で初めてのスキーをしたり、ディズニー
に行ったりして、学校の友達とだんだん仲が深まりまし
た。本当にありがとうございました。
今週の土曜日からホストファミリーが木浦さん宅に変
わります。岩切家のお父さんとお母さんにはとても感謝
しています。様々な迷惑をかけましたが、日本の言葉以外
にも文化や生活など、色んなことを教えてくださいまし
た。本当にありがとうございました。
これから、台湾の両親、日本の両親、どちらの両親にも
貰った力をバネに、一生懸命努力していきます。
よろしくお願致します。以上です。

☆年次総会

会長エレクト 長谷川 修身 君
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■青少年交換留学生九州合同研修報告 岩切 洋 君
12 月 7～8 日今年度九州地区イ
ンバウンド学生とROTEX、
各九州役
員引率者で鹿児島ツアーに参加し
てきました。九州各地区から鹿児
島中央駅に集合。天文館の白熊発
祥の地「むじゃき」という鉄板焼き
屋さんのランチからスタート。
知覧特攻平和会館、女子サッカ
ー澤穂希選手が釜の蓋を頭の上に
乗せて当時必勝祈願をして見事ワ
ールドカップ優勝した釜蓋神社。初日は指宿泊りで盛り
上がり、二日目は中学修学旅行以来の仙厳園、噴煙煙る桜
島に渡り、終始バス移動と多国籍の言葉で大変でした。
毎年この鹿児島ツアーは恒例行事ということで、
皆さん
顔見知りで参加された役員の皆さんも楽しんでおられま
した。
■会員卓話

坂田 師通 君

■出席報告

出席副委員長 向山 健一 君

出席報告 （12/12）
正会員 数
40 名
出席会員数
30 名
ホーム出席率
76.92％
修正出席率
82.05％

■ＢＯＸ披露

本日のビジター
安達龍大君
（宮崎北 RC）

親睦活動委員 緒方 郁男 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【野添勝久君】この度母の葬儀
に会葬頂き、又生花や過分
な香典までありがとうござ
います。
結婚記念祝もありがとうご
ざいます
（実は今日 12/12 が
記念日です）親睦委員会も
自分で招集して参加できず
申し訳ありません。お詫びです。
【川上幸子君】サイパンにて長女の出産に立ち会うこと
が出来ました。元気な女の子でした。日本名は小茉智
(コマチ)川上。外国名はザイラマルガリータ.カストロ
孫が 6 人になりました。15 人になったらラグビーが
できます。感謝を込めて。
【吉田憲市君】結婚祝いありがとうございます。今年も余
すところもう少しですね。身体に気を付け頑張りたい
と思います。諸先輩方の益々のご活躍ご多幸をお祈り
申し上げます。

ソングリーダー川上幸子君

ピアノ演奏 森幸子さん

本日の食事
ママンマルシェ

■クラブ協議会（半期報告 12/5 分）
〇プログラム委員会
委員長 岩切 洋 君
副委員長に多賀君、委員に川上君の
3 名でやっております。
外部卓話は前石田 PG 委員長からの
リストを参考に講師の選定も何と
か半期無事終えることができまし
た。残り半期外部卓話者のリストを
挙げながらいきたいと思いますの
で人選の情報を頂けると助かりま
すのでどうぞ宜しくお願い致しま
す。あと、会員卓話もほとんど一例会あたり二名で順調
に進んでおりますが、話の長い方、短い方で時間配分に
差がありますので、残り半期はそのあたりを注意して人
選していきたいと思います。

ロータリアンの行動規範
ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択
された。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1） 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理
基準をもって行動する。
2） 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業
に対して尊重の念をもって接する。
3） 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、
特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世
界中の人びとの生活の質を高める。
4） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とす
ような言動は避ける。
5） ロータリーの会合、行事、および活動においてハラ
スメントのない環境を維持することを支援し、ハラ
スメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報
告した人への報復が起こらないよう確認する

