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第 2104 回 令和 2 年 2 月 20 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．クラブ研修
10．次週案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊夜間例会
18:30 点鐘
＊クラブ研修会

第 2103 例会内容（2/13）
■会長の時間
会長 青木 善明 君
一業種一会員制
大都会の多くの異業種の中
）
から１名だけの最良の会員を
選んで社交クラブをつくると
いうアイディアは、ポ－ル・ハ
リスの原点にあったものです
が、このアイディアをロ－タ
リ－の基本制度に仕上げたの
は論理構築に強いシェルドン
でした。シェルドンは、販売学
で学んだ職業分類法をロ－タリ－に持ち込みました。そ
れはシカゴの住民の職業を大分類から小分類に分けて XY
軸に並べ、その上に主要な住民を職業別に積み上げて、コ
ンピュータ・グラフィックスのような立体的職業別住民
人数のグラフをつくるような作業です。
これを鋭利なナイフで水平に切ると、各職業別の代表
が１名ずつ並ぶ平面が得られ、高い位置で切ると少人数
の職種が排除されますが、低い位置で切るとあらゆる職
種が網羅されます。切る位置の調整によってその都市ご
との特徴のあるロータリークラブが構成されるのです。
ロータリークラブのメンバーは、 各業界を代表する有
能で、影響力の高い人材であるだけでなく、善良な市民で
あり、そして何よりも良質なロータリアンになり得る人
物でなければなりません。

『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 27 日（2105 回）
＊外部卓話―三輪様
＊100 万㌦ランチ BOX
＊例会終了後プログラム委員会
それ故に各クラブに設置された「職業分類」と「会員選
考」委員会が重要な役割を担っていました。
会員は先着順に入会できるのではなく、職業分類に基
づいて選考され、もし仮に、同じ職業会員がクラブ内にい
れば入会が許可されることはありません。これによって
会員は、クラブ内で同業者との無用な対立を避けること
ができ、あらゆる異業種の人たちから有能な情報を得、そ
れを自分たちの仕事に生かすことができたのです。
ロータリーの活動から相互扶助が消滅してから後も、
ロータリーの社会的な評価が高まるにつれてロータリア
ンであることの誇りが高まったのは、この一業種一会員
制によるところが大きいと考えられます。
この制度は 2000 年の規定審議会で変更されるまで継続
しました。

☆米山功労者表彰 おめでとうございます。
米山功労者 茂木 晃君（マルチプル 7 回）
桑野倫夫君・井上博功君

■幹事報告
＜文書案内＞
＊次年度青少年交換留学生と
の交流会
第 4 回オリエンテーション
日時 2020 年 3 月 15 日
13：00～15：00
場所 都城メインホテル 4F

幹事 桑野 倫夫 君

バナー交換ができました。
■青少年留学生近況報告
黄郁涵（かすみ）さん
先週の月曜日に日向のロー
タリークラブに招かれて、
台湾
についてのスピーチをしてき
ました。
初めてのスピーチでは
なかったのですが、
すごく緊張
しました。なので、前の日もよ
く寝れませんでした。
スピーチをすること以外に
は、
質問をしてくれた子供たち
にバッジをあげると、
たくさん
の質問が来て答えるのに、少し困りました。その質問の中
で、「日本と台湾との違うどころはなんですか」と聞かれ
たときに、
「台湾の学校では保育園から高校までお昼寝が
あることです」と答えると、とてもびっくりされました。
いつも高鍋ロータリーの例会でスピーチをすることで、
少し自信を持っていたと思っていましたが、まだまだ足
りないと思いましたもっと日本語が上手になりたいので、
今、毎朝、朝ご飯を食べる前に、日本の本や新聞などを木
浦家のお母さんに読んで聞いてもらっています。
少しずつですが努力していきたいと思います。

■会員卓話
武末 喜久治 君
「自衛隊のパッチ」
新富町に航空自衛隊新田原基地があります。1940 年
（昭和 15 年）陸軍航空部隊の新田原陸軍飛行場として
建設。熊谷陸軍飛行学校の分教場として使用開始され
10 月には陸軍落下傘部隊（挺進部隊）の教育部隊であ
る陸軍挺進練習部が満州より移駐したそうですが、戦
後廃止され、昭和 32 年 12 月 1 日 旧新田原陸軍飛行場
跡地に滑走路を再建、航空自衛隊基地として開庁。
T-33 を使用し第 3 操縦学校分校が設置されました。

現在新田原基地には
・ 第 5 航空団 第 305 飛行隊：(F-15J/DJ, T-4)
・ 西部航空施設隊第 2 作業隊
・ 新田原救難隊 (U-125A/UH-60J)
・ 新田原管制隊
・ 新田原気象隊
・ 飛行教育航空隊
・
第 23 飛行隊 (F-15DJ, T-4)
・ 新田原地方警務隊
の各部隊がいます。いくつか
の部隊に民間の応援団とし
ての後援会があります。財津
さんのご主人が会長をされ
ている、
「くろこま会」は第
23 飛行隊の応援団としてさ
まざまの行事に参加協力さ
れております。私は昔隊員が
よく通った居酒屋「隼」を経
営されていた田苗さんを会長とする「フェニックス会」
という新田原管制隊と新田原気象隊を応援する協力会
の副会長をしております。
自衛隊には部隊の識別のマークを布に刺しゅうされた
エンブレムがあります。パッチといいますがその種類は
何百種以上ありミリタリーコレクターの間ではかなり
メジャーなコレクターズアイテムとなっています。飛行
隊パッチはクルーの所属を一目でわかるよう「身分証」
の役割があり、このパイロットはどこの飛行隊に所属し
てどの飛行機に搭乗しているか判明します。
ここに持参したパッチもその一部ですが主に九州の
部隊のを持ってきました。航空自衛隊が採用しているパ
ッチには自分達の所属を表すものだったり、職種であっ
たり資格であったりするもので仕事の一部でもありま
す。付け方はアメリカ軍の方法に範をとったもので作業
服や制服につける部隊の識別マークとして正式採用され
ております。パイロットやその他の航空搭乗員のフライ
トスーツやフライトジャケットのほか整備員もつけてお
りますが、整備員がつけるようになったのは比較的最近
のことだそうで７０年代頃までは名札以外の者を付ける
事はなかったそうです。マジックテープでとりつけます
が、アメリカ海軍では胸や両腕以外に背中にも過去に取
得したパッチを背中まで付ける習慣があるそうです。
このマジックテープで付ける方法のことをベルクロと
いうそうですがこの取り付け法の最大メリットは秘匿性
でアメリカ軍は敵地に赴く場合万一撃墜や不時着等で敵
に拘束されても部隊が判明しないようにパッチをはずし
て出撃するといわれています。その他に洗濯等で傷つか
ないようにはずして保護するのも理由のひとつです。付
け方は左胸にネームタグと階級章、パイロットはさらに
ウイングマーク、右胸に所属部隊両腕には搭乗する航空
機や資格参加している演習や競技会のパッチをつけます。
腕のパッチは自分の搭乗する航空機等のパッチをつけて
もよいそうですが、一部部隊では左腕に日の丸パッチを
付ける事を義務づけているそうです。

私はとりたてマニアといわれるほどではありませんが
店に来ていただいた自衛隊員や友達のパイロットなどか
らいただいた物を少々保存しております。なかにはネッ
トで販売したりして金儲けの道具にしている輩もいるよ
うですが、一般の人にマークに関心を持ってもらい、自衛
隊の仕事を理解してもらうツールの一つとして収集され
てはいかがでしょうか。

本日のビジター 増田秀文君（宮崎西 RC）

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 野添 勝久 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【藤本範行君】かすみさん毎月あ
りがとう。日本語が上手にな
りましたネ！
本日は武末君卓話を楽しみ
にしています。

■出席報告

出席報告（2/13）
正会員 数
出席会員数
ホーム出席率
修正出席率

次週のクラブ研修会案内 岡島君 ＆ 藤本君

出席委員 向山 健一 君

40 名
28 名
73.68％
81.58％

“健康のバロメーター” 茂木晃君による血圧測定

ホストファミリーの木浦君
いつもお世話になっております。

