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※ 新型コロナウイルス対策の為、2106回～2115回の 

 例会は休会いたしました。 

 

 

 

■会長の時間          会長 青木 善明 君  

皆さまこんにちは。 

新型コロナウイルス感染症

により、お亡くなりになられ

た方に哀悼の意を表するとと

もに、御遺族の方には謹んで

お悔やみを申し上げます。ま

た、罹患された方やご家族、関

係者のみなさまには心よりお

見舞い申し上げますととも

に、一日も早いご回復をお祈

りいたします。そして、この状況の中で、日々闘っておら

れる医療従事者の皆様に深く敬意と感謝を申し上げます。 

わが高鍋ロータリークラブは３月より２か月半と長期

にわたり例会を特別休会とさせていただきました。会員

の皆様におかれましては、いろんな面で影響を受けられ

て大変な状況の中、今日まで頑張ってこられたのではな

いでしょうか。今日は久しぶりに皆様の元気なお姿を拝

見することができ、大変安堵をいたしております。これま

での会員の皆様のご協力に心から感謝申し上げます。 

さて一昨日の26日火曜日に青少年交換留学生で台湾に

行っておられた岩切まなつさんを宮崎空港で桑野幹事と

一緒にお迎えをさせていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆さんご存じのように台湾は新型コロナウイルス感染

症対策が世界で最も高く評価されています。 

今日は、収束が見えない新型コロナウイルス感染症に

ついて坂田先生より卓話をしていただくことになってお

ります、緊急事態宣言は全都道府県に解除されたものの

感染の危険性が無くなったというわけではありませんの

で、まだまだ安心はできないのではないでしょうか。今日

はしっかりお話を拝聴させていただき、今後の行動や新

生活様式に生かせたら幸いかと思います。 

次に先週の木曜日5月21日は明倫賞授与式の予定にな

っていたのですが、この状況の中では該当なしにするし

かないと思っていました。しかし臨時の理事会で提案が

あり新型コロナウイルス感染症対策に活用していただく

ため高鍋町に寄付することで承認されました。会員の皆

様にはこの場でご報告とさせていただき、ご理解をよろ

しくお願い申し上げます。 

また、この度、松島トモ子さん涙の手記本！母と娘の最

後の旅路「老老介護の幸せ」を会員の皆様にと贈呈があり

ましたので、本文より少し紹介をさせていただきます。 

 95歳の母が認知症に。「徹子の部屋」「爆報！ＴＨＥフ

ライデー」出演で大反響を呼んだ、家事未経験からの自宅

介護、父をシベリア抑留で亡くし、３歳のデビューからず

っと一緒だった"一卵性母子"を突然襲った、地獄のよう

な日々。「敬愛していた母が、見る影もなく変わってい

く....。それはまさに崩壊だった」「母はまだ、私を守っ

て戦いながら生きているのだろうか。背も縮んで小さく

なってしまった母が荒れ狂う姿を見ると、本当に本当に

かわいそうになる」名子役として一世を風靡（ふうび）し、
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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』 

6月の月間テーマ 

   ロータリー親睦活動月間  

７．月初めのセレモニー  

８．ＢＯＸ披露 

９．委員会報告 

10．次週案内 

11．点  鐘 

12.  

 

 

  

 

   

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

  君が代・奉仕の理想  

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  ＊米山ランチ BOX 

＊月初めのセレモニー   ＊米山奨学生来訪 

＊次年度の会長方針    ＊雑誌紹介 

＊例会終了後 現・次期理事会 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

次週例会案内 6月 11日（2118回） 

＊血圧測定 

＊上田普ガバナー補佐来訪 

＊クラブ協議会（年間報告） 

第 2116例会内容（5/28） 
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お湯もわかしたことのなかった歌手・タレントが、「絶対

ムリ」と言われた自宅介護をやり通した 3 年間の記録。

「介護は下手だけど愛情だけはこもっている」「私しか眼

に入らない溺愛の母は、どこかねじ曲がった親子だった

けれど、ここまでなんとかやってきたのだ。概ね良好、良

しとしなければ。完璧なる親子像なんてない。人それぞれ

なのだ。」一部の紹介でしたが、早速、読ませていただき

たいと思っております。皆さんもぜひご愛読ください。 

これで今日の会長の時間とさせていただきます。 

皆様、ありがとうございました。 

 

■幹事報告           幹事 桑野 倫夫 君 

＜文書案内＞ 

＊広報・公共イメージ部門クラブ 

 会長会議開催案内 

 日時 2020年7月18日(土) 

     13：00～16：30 

  場所 学校法人田村学園 

    都城調理師高等専門学校 

 登録料 1,000円 

＊中部グループ現・次期会長幹事会開催案内 

 日時 2020年6月26日（金）18：30～ 

 場所 宮崎観光ホテル 西館 10階 スカイホール 

 会費 6,000円 

 

☆月初めのセレモニー（3月～5月） 

お誕生日おめでとう！ 

 

 

結婚記念日おめでとう！ 

 
 

  
親睦活動副委員長    新型コロナウイルスの話 

三原元季君       坂田師通君 

 

■地区青少年交換留学生経過報告 

地区青少年交換委員  岩切 洋君 

新型コロナウィルス感染症拡

大が世界的に広がる中、高鍋 RC

ホストの台湾からの黄郁涵（カ

スミ）が3月21日に帰国、その

後アメリカのテイラー(ホスト宮

崎RC）、フィンランドのアーポ

(ホスト宮崎南RC）そして国自

体が入国制限があり帰国できな

かったポーランドのセザリー(ホスト鹿児島東南RC）が

今月17日にようやく帰国することができました。 

一方2730地区から留学している 4名は、4月30日ア

メリカから野田美里さん、フィンランドから安川紬さ

ん、6月1日にポーランドから上田平歩樹くんが帰国予

定で、そして、台湾から岩切まなつが今月 9日帰国し、

2週間の東京での隔離生活後、先日 26日に無事自宅へ帰

郷しております。青木会長、桑野幹事お出迎えありがと

うございました。 

今年度のインバウンド、アウトバウンド共に留学期間

終えずしての途中帰国となり、本人たちにとり大変残念

な結果となりましたが、この数か月、お互いの国での

様々な生活は留学生たちにとって間違いなく素晴らしい

経験だったと思います。カスミをホストクラブとして迎

えて頂いた高鍋RC会員の皆さん、そしてホストファミ

リーとして受け入れをして頂きました木浦ファミリー、

川上幸子さん大変お世話になりました。ありがとうござ

いました。娘も来月の例会で台湾留学報告の時間をとら

せて頂きますのでどうぞよろしくお願い致します。 

PS 

2020～2021 青少年交換留学生のオリエンテーションが

昨年末から計 5 回にわたり地区事務所で既に始まってお

り、鹿児島3名、宮崎1名計 4名参加予定です。 

次年度の交換先は、台湾、ポーランド、フィンランド、

イタリアです。 

6月1日のガバナーの決定待ちですが、現状では交換留

学は中止になる可能性が高いようです。 

 

 

お帰りなさい‼ 

台湾から帰国の岩切まなつさん（宮崎空港にて） 

  
   

 

 



  
 

   

 

 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員長 野添 勝久 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞  

【桑野倫夫君】皆さんお元気でし 

たか？久しぶりの例会です。 

今日は宜しくお願いします。 

  結婚記念日祝のお礼として。 

【向山健一君】結婚記念祝のお礼 

【茂木晃君】結婚記念祝のお礼。 

【河原好秋君】誕生日祝、結婚記 

念祝のお返しとして。 

【橋口清和君】誕生日祝ありがとうございます。久しぶり 

の例会でドキドキしてます。 

【岩切洋君】久しぶりの例会！再開できて良かったです。 

  娘も無事先日台湾から帰国できました。お世話にな 

りました。 

【石田喜克君】久しぶりの例会で気分最高です。コロナに 

勝利しましょう‼ 

【石井秀隣君】やっと86になりました。 2か月遅れの 

  誕生日祝いのお返しとして。 

【藤本範行君】久しぶりに皆さんと会えるのを楽しみに 

しておりました。いつ終息するかわかりませんが頑 

張りましょう。 

【坂田師通君】皆様お久しぶりです。1日も早くコロナが 

終息しますようにとお祈りしております。 

【野添勝久君】皆さんお久しぶりです。 

【長野孝吉君】結婚記念祝のお礼として。50年を迎えて 

高い買物をさせられました。 

【木浦亨英君】誕生日祝と結婚記念祝のお返しとして。 

  長野さん新茶ありがとうございます。 

【曽我部幸夫君】誕生日祝のお返しとして。 

【板垣衞君】皆様お久しぶりです。 

■出席報告          出席委員長 横山 隆 君 

 

 

出席報告（5/28）             

正 会 員  数 39名 

出 席 会 員 数 27名 

ホーム出席率 75.00％ 

修正出席率 83.33％ 

 

 

 

        6月の例会案内 

 

6月 4日  2118回 月初めのセレモニー 

    米山奨学生来訪・ご挨拶 

    次年度会長の方針計画 ・雑誌紹介 

    米山ランチ BOX・例会終了後理事会 

6月11日 2119回 血圧測定・クラブ協議会① 

      上田普ガバナー補佐来訪 

  6月18日 2120回 クラブ協議会② 

        次年度のプログラム委員会 

  6月25日 2121回 三役退任挨拶 

        米山奨学生及び青少年交換学生来訪 

100万ドル BOX 

 

 

 

「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。 

 

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 

 

 

 


