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会報

青 木 善 明
長谷川 修 身
桑 野 倫夫
毎週木曜日 １２：３０～１３：３０
ホテル泉屋 ２F
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

令和 2 年 6 月 18 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
それでこそロータリー

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．次週案内
11．点 鐘
12.

本日の例会案内
＊クラブ協議会②
＊ポリオ BOX
＊次年度プログラム委員会

第 2118 例会内容（6/11）
■会長の時間
会長 青木 善明 君
皆さんこんにちは。
初めに北朝鮮に拉致された
）
横田めぐみさん失踪当時は１
３歳、お父様の拉致被害者家
族会初代会長横田滋さんが享
年 87 歳で 6 月 5 日にお亡くな
りになられました。めぐみさ
んの救出に半世を奥様と二人
三脚でささげてこられまし
た。大変無念ではあります。ここに謹んでお悔やみを申し
上げます。
本日は大変お忙しい中、上田晋ガバナー補佐と同じ西
都ロータリークラブ所属の岩切昇君もメ－クで来ておら
れます。私は高鍋ロータリークラブ新入会員の頃、お二人
には大変お世話になりました。この場をお借りしてお礼
と感謝を申し上げます。上田ガバナー補佐、本日はどうぞ
よろしくお願いいたします。
大変申し訳ありませんが、クラブ協議会(年間活動報
告)の講評は来週になることをご了承いただきたいと思
います。また、今年度は観桜会が開催できず観桜会に代わ
るものを理事会で提案させていただき承認され、懇親会
を 6 月 25 日(木)にさせていただくことになりました。
年度締めくくりに皆様と懇親を深めたいと思います、
是非ともご参加くださいますようよろしくお願いいたし

『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
次週例会案内 6 月 25 日（2120 回）
＊三役退任あいさつ
＊100 万㌦ランチ
＊米山奨学生奨学金授与
＊青少年交換学生岩切まなつさん挨拶
ます。詳しいことは親睦委員会(野添委員長)にお願いを
してあります。
先週の 5 日(金)に高鍋町観光協会が管理されています
花守山の高鍋大師堂改修工事完成式に出席させていただ
きました。リニューアルされた大師堂は真新しい板張り
で新たなメモリアルホールとして活用されることを期待
したいと思います。会員の皆様もお時間がある時に足を
運んでいただきたいものです。
さて先週のお話しで国が国民に 10 万円を配る特別定額
給付金の 5 月 29 日時点における高鍋町の給付状況は給付
率=57.79％でしたが 6 月 5 日時点で給付率=91.14％まで
になりました。
今日はスペイン風邪について触れてみたいと思います。
5 月 25 日付宮日のコロナ危機最前線記事の見出しは
100 年前の本県スペイン風邪、猛威を盛返した怖ろしい流
行感冒、全滅した家が沢山ある。宮日茶の間の記事を紹介
させていただきます。タイトルは「スペイン風邪と祖母」
祖母は 102 年前にスペイン風邪で亡くなった．
享年 20 歳。
先日「スペイン風邪大流行の記録内務省衛生局編」(大
正 11 年)を借りて読んだ。大正７年の春、第一次大戦中
に、アメリカ軍基地に集結した兵士たちから発生し、軍の
移動や運輸の経路に従って、ヨ－ロッパ、アジアへと広ま
った。拡散は早く、インド 1250 万人、アメリカ 55 万人、
日本で 39 万人が死亡し、全世界で推定 2500 万人が亡く
なっている。スペインで報道されたのでスペイン風邪と
呼ばれた。日本は 8 月下旬から蔓延し始め、北海道から沖
縄まで急激な勢いで広まり、大正 10 年 7 月の終息までに
3 派の流行を反復している。日本全国の患者総数 2380 万

4678 人。死亡者数 38 万 8727 人。死者数は 11～30 歳が特
に多い。宮崎県の患者数 36 万 7847 人、死者数 3887 人。
蔓延の速さと犠牲者数に驚く。大正７年の 12 月には住
吉にまで広がり、20 歳の祖母は罹患後すぐ家族が見守る
中、呼吸苦と声も出なくなり「この子を頼む」と言うよう
に、2 歳の母を指さして亡くなったという。今は医学も進
歩し検査キットもある。今回の新型コロナウイルスによ
って、母を亡くす子供や子供を亡くす母が出ないように、
そして自分も含め被害が少ないようにと、私は願うばか
りです。

＜現・次期合同理事会報告 6.4＞
１．清水一彦君、木浦亨英君退会届出の件
承認
２．次年度クラブ会費の件
現状のままで承認
３．事務局給与の件
現状のままで承認
４．ウェルカムランチ・コーヒーの件
承認
５．例会時のピアノ演奏の件
承認
６．その他（新型コロナウイルス対策関連事項承認）
①例会開催できなかった為全会員へお米を提供
②明倫賞の代わりに高鍋町へコロナ支援金（７月）
③観桜会開催中止の為、6/25 夜懇親会開催（回覧）

■幹事報告
＜文書案内＞
＊次年度クラブ研修リーダー
の選出届出のお願い
＊風呂井ガバナーエレクトよ
り公式訪問の件（確認）
＊次期ガバナー補佐より公式
訪問前のクラブ協議会の件

幹事 桑野 倫夫 君

■クラブ協議会（年間活動報告）
プログラム委員会
委員長
岩切 洋君
今年度は副委員長に多賀君、
委員に川上君の三名で各委員
会からの計画を円滑に実施で
きるよう年間プログラムに反
映し、また内部卓話、外部卓話
をバランスよく配置し運営し
てきました。ただ、残念ながら
ご存知の通り新型コロナウイ
ルス感染症拡大のため、3 月か
ら5月までの約三カ月間例会休
会を余儀なくされました。現在も完全終息には至ってお
りませんが、どうにか長谷川次年度会長スタートぐらい
までには回復することを祈念したいと思います。
後期分の予定していました内部卓話、外部卓話者は次
年度福岡プログラム委員長に託したいと思います。
１年間お世話になりました。ありがとうございました。
■クラブ協議会（年間活動報告）
会員増強選考委員会
委員長 石田 喜克 君
7 月スタート時点で 41 名の
会員でしたが現在 39 名です。
入会候補者は、4～5 名の候
補者名が上がってきていまし
たが、コロナウイルス感染拡
大予防から例会の休会が 5 月
の第 3 週まで続き、1～2 名の
退会が発生致しました。
入会予定者、退会希望者に面
談できずに 6 月末の会員数
は、38 名着地予想です。
予定者 4～5 名に関しては、継続的に 7～8 月入会を推
奨させて頂きます。当クラブは 39 名以下の会員数で
は、運営上厳しくなります。
40 名超の会員数を目指します！

■ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 野添 勝久 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

中部グループガバナー補佐 上田 普君

ビジター 岩切 昇君（西都 RC）

【青木善明君】上田ガバナー補
佐ようこそ高鍋ロータリー
クラブへ。本日はどうぞよ
ろしくお願い致します。
一年間大変お世話になりあ
りがとうございました。
【藤本範行君】ガバナー補佐の
上田様、岩切様ようこそ高
鍋 RC へ！本日は宜しくお願いします。

☆本日のソング～四つのテスト

ソングリーダー 川上 幸子 君

正会計
板垣衞君

正 SAA
中武泰一郎君

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

■出席報告

出席委員 河原 好秋 君
親睦活動委員長
野添勝久君

広報雑誌 IT 委員長
橋口清和君

出席報告（6/11）
正会員 数
39 名
出席会員数
26 名
ホーム出席率
72.22％
修正出席率
80.55％

懇親会のご案内（回覧中）
日時
場所
会費

クラブ会報副委員長
曽我部幸夫君

社会奉仕委員長
木浦亨英君

2020 年 6 月 25 日（木）
18：30～
花いちもんめ
2,000 円

＊新型コロナウイルス対策拡大防止のため
3 月予定の観桜会は中止となりましたが
今年度最終例会の夜に懇親会を開催します。
多数の方のご参加をお願いいたします。
親睦活動委員会

国際奉仕委員長
坂田師通君

青少年奉仕委員長
藤本範行君

