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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 

皆さんこんにちは。 

本日 6 月 4 日は虫歯予防デ

－で4日から10日までの１週

間は「歯の衛生週間となって

います」定期的な検診と正し

い虫歯予防を習慣化し、健康

的な歯をつくりましょう。 

また、鹿児島地方気象台は

30 日、本県を含む九州南部が

梅雨入りしたと発表しました。平年と昨年に比べ１日早

いそうです。日本で古くから親しまれているアジサイの

花は、梅雨時期に梅雨空の下で、鮮やかな美しい花を咲か

せます。青色やピンク色、白色などのさまざまな花色があ

ります。我が家の山紫陽花もしとしと降る雨に濡れて咲

いている花は青、紫、ピンク色がふんわりと混ざり合い、

雨の日特有の霞がかったような空気の中でとても幻想的

です。 

さて、昨日の夕方は驚きのニュ－スが入ってきました、

プロ野球の巨人選手二人が新型コロナウイルスに感染し

たことを発表しました。プロ野球は3か月遅れとなる6月

19 日の公式戦開幕に向け、前日 2 日に巨人は東京Ｄで西

武戦を行い昨日も東京Ｄで西武との練習試合が予定され 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ていましたが、開始約１時間前に中止を発表しました。私

も楽しみにしていたのですが開幕が心配されます。 

6月1日(月)にようやくアベノマスクが届きました。い

つ届くのかと心配していたのですが安心しました。第2波

第 3 波に備えて大事に使わせていただきます。皆様方に

は届いたでしょうか？ 

先週から例会をスタ－トさせていただきましたが、感

染予防には十分なご配慮ご協力をよろしくお願い申し上

げます。高鍋町は今日から 6 月定例議会が始まり新型コ

ロナウィルス感染症緊急経済対策として大型の補正予算

が提案されました。国が国民に10万円を配る特別定額給

付金は、高鍋町でもすでに支給が始まっています。高鍋町

の5月29日時点における給付金の給付状況ですが、給付

対象世帯数=9,625世帯 給付予定金額=2,026,200,000円 

給付済世帯数=5,251世帯 給付済金額=1,170,900,000円 

給付率=57.79％という状況です。郵送受付期間は 8 月 19

日(水)までとなっていますので、未だ申請されていない

方は是非とも申請していただきたいものです。感染拡大

に伴う収入減や不安に対処するお金ではあるのですが、

私も支給される給付金にはやはり期待をしてしまいます。

コロナ禍による疲弊した町の活性化のため、微力でささ

やかかもしれませんが、飲食店や商店街を応援するため

に使わせていただきたいと思っています。地元で使うお

金は次の時代に地域が輝くための大切な投資です。そん

な気持ちを皆さんと共有しながらコロナ禍を乗り越えて

いきたいものです。 

昨日の宮日新聞のトップページの見出しは、根井三郎

発給ビザ発見、第２次大戦中ユダヤ人の命つなぐ、宮崎市 

 

国際ロータリー第2730地区 

区 

 

高鍋ロータリークラブ 

 

会報 

 

会 長 

 

副会長 

 

幹 事 

 

例会日  毎週木曜日  １２：３０～１３：３０ 

例会場  ホテル泉屋  ２F 

 

事務所  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋 １３６８－４ 

        ホテル泉屋内 TEL/FAX ０９８３-２１-１６３６

- 1 6 3 6 

 

青  木  善 明 

 

 

 

 

 

長谷川  修 身 

桑  野  倫 夫 

第 2118 回 令和 2 年 6 月 11 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

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．ＢＯＸ披露  

８．委員会報告 

９．クラブ協議会① 

10．次週案内 

11．点  鐘 

12.  

 

 

  

 

   

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 

 
本日の例会案内   

＊血圧測定    ＊ポリオBOX 

＊上田普ガバナー補佐来訪 

＊クラブ協議会①（年間報告） 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

次週例会案内 6月 18日（2119回） 

＊クラブ協議会② 

＊ポリオ BOX 

＊次年度プログラム委員会 

第 2117例会内容（6/4） 
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出身外交官単独で救済裏付け。というトップ記事でした。 

根井三郎の生涯は1902～1992年で第2次世界大戦中に

ナチス・ドイツの迫害から逃れたユダヤ人にビサ発給に

署名・捺印し日本への渡航を許可した命のバトンランナ

―として知られています。 

外交官といえば日南の飫肥出身の明治時代の外交官、

小村寿太郎が有名ですが、今日は高鍋町が輩出した偉人

の一人、明治・大正時代の外交官秋月左都夫についてご紹

介をさせていただきます。 

左都夫は高鍋藩家老、秋月種節（あきづき たねよ）の

三男として安政5年に生まれ。藩校明倫堂出身、鹿児島医

学校中退。明治17年司法省法律学校卒、欧州へ留学、そ

の後外務省入り、釜山領事、韓国・フランス・ロシア公使

館書記官を歴任。薩摩藩士で明治時代の内務官僚三島通

庸（みしま みちつね）長女そのと明治25年に結婚。義父

の三島は西郷隆盛に取り立てられ、藩主島津忠義から奉

行に抜擢される。戊辰戦争においては鳥羽伏見の戦いで

活躍。その後は藩政改革に参加し、民事奉行や日向都城の

地頭などを務めた。この時の業績が認められ、大久保利通

の計らいにより新政府の仕事に就く。左都夫は明治37年

スウェーデン駐在公使、明治40年ベルギー駐在公使、明

治42年オーストリア駐在大使。駐ベルギー公使だった明

治41年には、イギリスのボーイスカウト運動について日

本に報告し、これにより日本にボーイスカウト運動が伝

わった。大正3年4月退官。退官後は読売新聞社社長とな

り、第一次世界大戦後のパリ講和会議の全権団顧問とし

て西園寺公望(きんもち)全権を補佐。昭和20年6月25日

86歳東京で亡くなる(大龍寺墓地に眠る)。 

左都夫が亡くなった後、残されていた数千冊の蔵書の

うち外国語の原書は外務省に寄贈された。現在は国立国

会図書館にある。高鍋町総合福祉センター敷地内に「高鍋

の四哲」の碑が建立。江戸後期、高鍋藩の重臣・秋月種節

の屋敷跡で、碑には種節の子「水筑弦太郎」「黒水長平」

「秋月左都夫」「鈴木馬左也」の功績と魂が讃えられてい

ます。 

皆様もお時間のある時にぜひ高鍋町総合福祉センター

に「高鍋の四哲」の碑を見ていただきたいものです。 

 

 

■幹事報告           幹事 桑野 倫夫 君 

＜文書案内＞ 

＊ロータリー財団セミナー・ 

補助金管理セミナー案内 

 日時 2020年7月19日 

    13時～17時 

 場所 メインホテル5階 

＊クラブ会長就任あいさつ 

原稿写真の依頼（6/15迄） 

 

 

 

 

 

 

☆米山奨学生へ奨学金授与 

  

 

■米山奨学生  サブリアンシャリズキカアクバル君 

 

宮崎大学 

物質・情報工学専攻 

博士 ２年 

 

出身 Ⅿalang(マランッグ) 

インドネシアジャワの東 

 

職業 ブラウィジャヤ大学 

    情報工学部の教師 

 

宮崎大学での研究 効果的ワイヤレス給電 

 

現在宮崎大学の近くで家族４人での生活 

 

 

☆月初めのセレモニー（6月） 

お誕生日おめでとうございます！ 板垣衞君 

         

 

 結婚記念日おめでとうございます！ 

         緒方隆憲君  石田喜克君 

 

 

 

 



 

■ＢＯＸ披露      親睦活動委員長 野添 勝久 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞  

【平山英俊君】2か月以上の出 

席です。明るい窓・・さす 

がロータリーです。 

【岩村文夫君】結婚記念祝い 

  お世話になりました。 

【石田喜克君】インドネシアか 

らの米山奨学生サブリア 

ンシャリズキカアクバル 

さんをお迎えして。結婚記念祝いのお返しとして。 

【藤本範行君】米山奨学生のサブリアンシャ君インドネ 

シアからようこそ高鍋RCへ。今日はよろしくお願い 

します 

【長濱博君】誕生日祝いのお返し。コロナの影響に負けず 

頑張りましょう。 

【野添勝久君】早めの父の日プレゼントを頂きました。 

卵割れないクッションです。気遣いありがとう。 

【多賀学昭君】久し振りに皆様のお顔を拝見できてうれ 

しい限りです。 

【横山隆君】誕生日のお祝いをありがとうございました。 

また急ですが、7月1日付で延岡営業所へ転勤するこ 

とになりました。2年間という短い間でしたが大変お 

世話になりました。残りの期間精いっぱい頑張りま 

す。 

【板垣衞君】誕生日のお祝いありがとうございます。 

祝ってもらえるのはロータリークラブと「たかしん」 

の年金友の会「あおぞら会」ぐらいになりました。 

 

 

    
           ソングリーダー 多賀 学昭 君 

 

 

米山奨学生カウンセラー 

                  石田 喜克 君 

 

 

■次年度の方針・計画 

会長エレクト 長谷川 修身 君 

 

2020-2021 年度は、コロ

ナ禍の影響で会長エレク

トセミナー、地区研修・協

議会も開催できず、また日

頃の勉強不足もあってク

ラブに迷惑をかけるので

はないかと心配していま

したが、多くの会員の方々

が協力的なので安心しています。 

今年度の高鍋ＲＣのテーマは『高鍋RCブランドの確立

を目指そう！』と致しました。 

昔から高鍋は多くの偉人を輩出してきました。その教

えと伝統をまもりながら現在に通じるような会を運営し

ていきたいと考えています…。 

時代は変化の流れが速く、何か核となるものが必要で

はないかと考えます。それが「ブランド」だと思います。

例会では温故知新を大事にこれまで先輩方が学んでこら

れた伝統を守りながら明るく楽しい充実した会になれば

と考えています。また多くの一般の人たちに活動を知っ

てもらうように努力していきたいとも考えています。 

クラブの更なる発展に尽力し精進していくつもりです。 

会員皆様のご支援ご協力をよろしくお願いいたします。 

 

 

   

雑誌紹介                 次年度幹事  

広報雑誌IT委員長       緒方 隆憲 君 

橋口 清和 君         

 

 

■出席報告         出席副員長 向山 健一君 

 

 

出席報告（6/4）             

正 会 員  数 39名 

出 席 会 員 数 30名 

ホーム出席率 83.33％ 

修正出席率 83.33％ 

 

 

 

 

 


