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第 2103 回 令和 2 年 2 月 13 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．会員卓話
10．次週案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊血圧測定
＊米山＆財団表彰
＊黄郁涵（かすみ）さん近況報告
＊会員卓話―武末喜久治君

第 2102 例会内容（2/6）
■会長の時間
会長 青木 善明 君
シカゴ・クラブの危機
1908 年 2 月、ポ－ル・ハリ
）
スが２期目の会長に就任する
と、いよいよロータリークラ
ブを全米各地に拡大する作業
にとりかかりました。
そのためにクラブ内に情
宣・拡大委員会を設置し、入会
して間もないシェルドンを委
員長に指名したのでした。
それは、ハリスのシェルドンへの信頼が如何に厚かっ
たかを物語るもので、実際にシェルドンは全米各地の状
況を調査して RC 設置の基礎を固めていったといわれます。
彼は「対外活動」の結果をクラブの例会で報告したので
すが、問題は、例会の時間のほとんどを占有するその熱意
と、雄弁さに「親睦」を重視してきた反対派の面々が辟易
してしまったことにあります。その結果、シカゴ・クラブ
内に存在した多数派の「内部親睦派」と、ポ－ル・ハリス
を頂点とする「外部行動派」との確執が、シェルドンの登
場によってエスカレートしていきました。ことに数の上
では圧倒的な親睦派が、例会を集団欠席して抵抗するに
及んで、ポ－ル・ハリスは重大決意をせざるを得ませんで
した。 即ち、情宣・拡大委員会のポストからシェルドン
を罷免することで事態の収拾を図り、後任に事務能力に

『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』
2 月の月間テーマ
平和と紛争予防/紛争解決月間
次週例会案内 2 月 20 日（2104 回）
＊夜間例会
18:30 点鐘
＊クラブ研修会
たけているだけでなく、人身掌握・集団指導の天性を有し
ていたチェスレイ・ペリ－を任命したのです。この人事異
動が完了して、クラブがどうにか落ち着きを取り戻した
1908 年 10 月、ポ－ル・ハリスが突然、任期途中で会長を
辞任しました。名目上、病気理由となっていますが、クラ
ブの混乱とシェルドン罷免の責任を取ったとみる人が多
いようです。ポ－ル・ハリスの後任には、初年度の第２回
会合からクラブに参加している古参で、内部親睦派のリ
－ダ－に押されたハリ－・ラグルス（ロ－タリ－ソングを
広めた功労者）が、第４代会長として就任し、この年の途
中から翌年にかけて混乱の収拾に力を注ぎました。

＜第 8 回理事会報告 2.6＞
1.米沢上杉ロータリークラブ来訪の件
夜の歓迎会＆ゴルフの出欠回覧と助成金の件を承認
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 桑野 倫夫 君
＊児湯準看護学校卒業式のご案内
日時 令和 2 年 3 月 5 日(木)
午後 2 時～
場所 児湯準看護学校
＊日向 RC 創立 60 周年記念式典の
祝賀会のご案内
日時 令和 2 年 4 月 25 日(土)
場所 ステアーズオブザシー
＊第6 回高鍋大師花守山植樹際の件
令和 2 年 3 月 15 日(日)10:00～13：00
＊訃報＝パストガバナー井ノ上繁様ご逝去のお知らせ

☆月初めのセレモニー♬♬
結婚記念日おめでとうございます！
曽我部幸夫
青木善明君

本日のビジター
上田普ガバナー補佐
<西都 RC>
押川伸生君・長友亜紀君
<宮崎北 RC> 長嶺貴臣君
<宮崎西 RC> 増田秀文君

クラブ研修会案内 岡島君

クラブ研修 藤本君

■会員卓話
緒方 郁男 君
早いもので私が平成 24 年９
月に高鍋ロータリークラブの
会員になってから８年近くが
たちました。入会当初は、５年
間もいればいいかなと思って
いましたが、既に３年もオーバ
ーしてしまいました。
私は、増田工務店のグループ
会社に所属し、私が入会する前
は、自動車学校の校長が入会し
ていたのですが、毎週木曜日が入校式にあたり、例会の出
席が難しいということで退会しています。
そのような中、前にもお話ししましたが、平山先生と石
田先輩に優しく誘われ、断り切れずに入会したという経
緯があります。
入会後、親睦活動、広報雑誌ＩＴ、社会奉仕、クラブ会
報等の委員会に所属してきました。今年はクラブ会報委
員会の委員長として活動していますが、ほぼ財津さんに
任せっきりで申し訳なく思っています。
さて、ロータリークラブ入会後は、会員相互の親睦と面
識を深めるための「歯車会」には喜んで参加してきました
が、以前参加したＩＭで聞いた、『奉仕とは、人に役立つ
こと、人が喜ぶことを実践すること』については、まだま
だ足りていませんし、職業を通じて社会の奉仕すること
も自分自身の成長が伴わず、ゴルフ同様実力不足を痛感
しているところです。
また、仕事がらみの会合等に参加したとき、たまにロー
タリーバッジをつけている人を見るとそれだけで何か親
近感がわき、頑張ってらっしゃるんだろうなと思えます。
ここで少しだけ仕事に関する話をさせていただきます。
皆さんコンクリートは比較的新しいものと思われてい
るかもしれませんが、今のところの有力な説では、最も古
いコンクリートは約 9,000 年前につくられたといわれる
イスラエルの南部地方のものや、約 5,000 年前の物と思
われる中国の西安近くで見つかったコンクリートなどが
あります。
本格的に使い始めたのは古代ローマの人たちです。
彼らが発明したコンクリートによってつくられた多く
の構造物群は遺跡としてヨーロッパ全域にわたって残っ
ています。
現代的なセメントは、1824 年イギリス人技士により発
明され、日本で本格的に製造が開始されたのは明治８年
です。その後いろいろなコンクリート構造物がつくられ
るようになりますが、宮崎県にも、我が国初となる大規模
アーチ式ダムである、上椎葉ダムがあります。昭和 25 年
に着工し 30 年に竣工したこのダムの建設は、その後の日
本の土木技術に多大な影響を与えたと言われています。
最後になりますが、サラリーマンである以上いつまで
会員でいられるかはわかりませんが、今後も「ロータリー
の目的」の理解と実践に努めていきたいと考えています。

■青少年留学生例会訪問卓話報告
岩切 洋 君
日向 RC より依頼のあった留学
生の卓話を 2 月 3 日（月）カスミ
を連れて例会参加して来ました。
12:30 から例会開始、バナーの
交換、食事の時間を終え、地元日
知屋小学校 5 年生の待つ別会場へ
移動。約 40 名の生徒さんを前に
当日夜中の 1 時過ぎぐらいまで掛
かって作った資料をプロジェクタ
ーを使い、やや緊張しながらも一生懸命に話をする姿が
とても印象的でした。
来日して約半年、まだまだ言葉尻がおかしなところも
ありますが、なかなか立派な卓話でした。最後の生徒か
らの質問タイムでは、小学生ならではの素朴な質問や
様々な日本と台湾の習慣や文化の違いに驚いていまし
た。短時間でしたがカスミ、また国際理解モデル校であ
る日知屋小学校の皆さんとの有意義な時間でした。

■出席報告

出席委員長 横山 隆 君

出席報告（2/6）
正会員 数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

＜日向ロータリークラブ例会での留学生卓話＞

40 名
30 名
76.92％
79.49％

ソングリーダー多賀学昭君 と ピアノ演奏森幸子さん

本日の食事

『メ－クアップしましょう』

■ＢＯＸ披露

中部グループ各クラブメ－クアップ会場

親睦活動委員長 野添 勝久 君

出席委員会

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【青木善明君】結婚記念お祝い
ありがとうございます。
毎年この日を迎えると「そう
だったのかな～？」と想い出
し・・・この花束を喜んでく
れるのは妻の笑顔で、
「感謝」
しています
【曽我部幸夫君】結婚記念祝い
のお返しとして。
【多賀学昭君】年が明けて初めて出席しました。長い間
ご無沙汰して申し訳ございません。

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

宮崎

宮崎観光ホテル

火 西都

水

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）

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

