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■会長の時間          会長 青木 善明 君 

皆さんこんにちは。 

初めに新入会員 2名の方が

理事会で承認されましたので

ご報告させていただきます。 

高鍋信用金庫常勤理事酒井

義之さん、増田工務店取締役

岩本正志さんです。 

今年のカレンダーには 6月

21日が「夏至」と記載されて

います。7月6日までの16日

間で夏至の初日は、１年のうちで昼の時間が最も長くな

る日で「太陽の力が最も強まる日」とされ、夏至の期間を

過ぎたら、梅雨明けも間近で季節は一気に本格的な夏へ

と向かっていきます。健康管理には充分気を付けていた

だきたいと思います。 

さてプロ野球が 19日に始まりましたが、巨人が開幕 4

連勝と幸先の良いスタートをしました。そのうちの一勝

は、都城市出身で聖心ウルスラ学園高校出身若干20歳の

戸郷翔征投手です。注目の成長株は 150 キロ前後の直球

と切れのあるスライダーなどで好投しチ－ムの勝利に応

え今シ－ズンの活躍が期待されています。 

先日のニュースで世界のス－パコンピューターの性能

を比べる専門家のプロジェクト「TOP500」は最新の計算速

度ランキングが発表され、理化学研究センター新型機「富 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

岳」(神戸市)が世界一に輝きました。計算速度は毎秒 41

京(けい)5530 兆回で前回王者の米国のスパコンを大きく

引き離し、日本勢の1位は9年ぶりで「富岳」はその他3

部門でも1位となり世界初の4冠達成を成し遂げました。

今後は「世界最大の人工知能(AI)の基盤として活躍し、新

しい医薬品や太陽電池など、富岳があって初めてできる

成果を国民に届けることに注力したい」とセンター長が

語っておられます。この先将来どのような世界が展開さ

れるのか想像もつきませんが夢があり期待もしてみたい

ものです。ダ－ウィンの有名な言葉に「生き残るとは、最

も強いものではない。最も知的なものでもない。変化に最

もよく適応したものである。」とあります。東京大学名誉

教授の月尾嘉男先生によると「人類の歴史を振り返れば

幾度となくウイルスとの闘いがあり、人類はその闘いを

乗り越えることで今日まで生存してきた。私たち人類は

遥か昔から感染症との闘いを繰り返しており、それは時

として歴史をも大きく塗り替えてきた。そして、人類は科

学文明を進化させたいまでも、その闘いを続けている。完

全に克服できたといえるのは天然痘ただ一つだけで、私

たちに身近なインフルエンザにしても、新型となると未

だに防ぐことはできないのです。つまり、ウイルスとの闘

いは苦闘の連続であり、多くの人たちがウイルスに感染

し集団免疫を得る共存というかたちで付き合ってきた。」

また、ある経営コンサルタントは「戦前と戦後では世の中

がガラリと変わったようにアフタ－コロナの時代の価値

観も変わる。今後の社会を予測する一つのキ－ワ－ドは

「分かち合い」ではないかと考える。苦しい時代からと言

って奪い合うように我先にお金儲けに走るようなビジネ
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第 2121 回 令和 2 年 7 月 1 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 

９．三役就任あいさつ 

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 BOX  ＊新会員入会式 

＊三役就任挨拶  ＊前年度会長幹事へお礼 

＊前年度 100％出席表彰 ＊月初めのセレモニー 

＊雑誌紹介   ＊例会終了後理事会開催 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週例会案内 7月 9日（2122回）  

  ＊血圧測定 

  ＊クラブ協議会（活動計画） 

第 2120例会内容（6/25） 
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スは通用しなくなる。才能、経験、人脈、あなたが人や社

会と分かち合えるものは何でしょうか。その力を磨いて、

激動の時代に備えてくださいと。」今日は私の好きな言葉

「百折不撓(ひゃくせつふとう)」を紹介します。何度くじ

けても、志を曲げずに、あくまで自分の志を貫こうとする

ことです。不撓は、困難にくじけない事。撓は(たわむ)と

読みます。目の前の出来事に柔らかく対処していくとい

う意味です。私たちは新型コロナの教訓を、目の前の試練

に柔軟に対応しながら、それを恐れることなく乗り越え

ていく。その度に新たな知恵や技術を身に付けていくこ

とではないかと思います。 

 

☆退任挨拶        会長  青木 善明 君 

毎日梅雨のうっとうしい日々ですが、何故か今日は

清々しく目覚めが良く、私の心は晴れ々で感無量でござ

います。会長の大役を桑野幹事、長谷川副会長、長野副幹

事、中武 SAA、理事役員、スタッフの皆様の支えにより、

お蔭様で無事に終えることが出来ることに、大変感謝い

たしております。 

特に事務局の財津さんは事務のノウハウを熟知してお

られ、高鍋ロータリークラブの生き字引ですので、フォロ

－をして頂き大変助かり、本当に有り難うございました。 

私は平成23年6月16日、入会させていただきました。 

会員歴は未だ浅い中での会長を引き受けはさせていた

だいたものの何度も心が折れそうになったことも多々ご

ざいました。そのような中で毎週の例会に、会員の皆様が

楽しんで出席される姿と和やかな雰囲気に大変救われま

した。スタッフの皆さんとは遠慮なく意見交換をさせて

いただき、学ぶ事も多く大変勉強になりました。 

一年間を振り返ってみますと、月日の経つのは本当に

早いもので計画・行事と皆様に支えていただきなんとか

乗り切ることが出来ました。 

次年度は国際奉仕委員長として引き続きよろしくお願

いいたします。今夜は懇親会もございます。楽しく飲み合

い、楽しく語り合い、楽しく過ごし合い、楽しく終わりた

いと思っておりますのでどうぞ宜しくお願いいたします。 

皆様に、一年間のご協力に感謝申し上げ意を尽くしま

せんが退任のあいさつとさせていただきます。 

皆様、誠に有り難うございました。 

 

 

☆退任挨拶        副会長 長谷川 修身 君 

次年度会長の事が気にな

って青木会長のサポートが

あまりできませんでした。 

会長の時間、式典等の代

理出席などさせて頂きとて

も勉強になりました。 

次週より長谷川年度です

が今年度の方針『奉仕と友

愛』は引き継いでいきたい

と思います。一年間本当に

お世話になりました。 

 

■幹事報告＜文書案内＞   幹事 桑野 倫夫 君 

＊「広報・公共イメージ部門ク 

ラブ委員長会議」「地区ロー 

タリー財団・補助金管理セミ 

ナー」についてｗｅｂ会議へ 

変更のお知らせ（第1報） 

＊喜島ガバナー事務所の閉鎖  

 のお知らせ 

＊第 29回石井十次賞贈呈式 

並びに第 38回石井十次生 

誕記念式典の開催中止について 

＊地区青少年交換派遣学生帰国報告会案内 

 日時 2020年 8月 22日（土）11：00～13：30 

 場所 メインホテル 

 

☆退任挨拶         幹事 桑野 倫夫 君 

会員の皆さん1年間お世話になりました。 

青木年度の幹事として 2 回目の経験をさせていただき

今年度は今までに経験したことのないコロナで例会が休

会など。また、人生の先輩として青木会長にはいろいろと

ご指導を頂き感謝いたします。 

  

 

   

      板垣 衞君とゲストの酒井義之様 

 

     

         ゲストの岩本正志様 

 

    
   地区青少年交換委員会副委員長 岩切洋君と 

   青少年交換派遣学生 岩切まなつさん（娘さん） 

 

 



☆米山奨学生へ奨学金授与 

    

サブリアンシャリズキカアクバル君 

 

 

■ＢＯＸ披露    親睦活動副委員長  三原 元季 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞  

【青木善明君】酒井義之様、岩本 

正志様ようこそ高鍋RCへ。 

歓迎いたします。 

サブリアンシャ君、岩切ま 

なつさん今日は宜しくお願 

い致します。 

皆様一年間支えて頂き誠に 

有難うございました。 

感謝申し上げます。 

【桑野倫夫君】2回目の幹事をさせていただきあっという 

間の1年間でした。会員の皆様には大変お世話にな 

りました。 

【長谷川修身君】青木会長、桑野幹事一年間ご苦労様でし 

た。次回よりいよいよ長谷川年度です。皆様のご協力 

ご尽力宜しくお願いします。 

【茂木晃君】青木年度皆様お疲れさまでした。夜の懇親会 

は出られません。 

【図師義孝君】長い間の欠席のお詫びと結婚祝いのお返 

しとして。ありがとうございました。 

【岩切洋君】青木会長、桑野幹事 1年間お疲れ様でした。 

今日は台湾報告、娘がお世話になります。 

【坂田師通君】青木会長、桑野幹事 1年間ありがとうござ 

いました。 

【板垣衞君】2年間と短い間でしたが、大変お世話になり 

ました。お会いする機会がありましたらお声かけ下 

さい。 

【関康仁君】青木会長お世話になりました。本日夜は歯科 

医師会の役員会で失礼いたします。 

 

■出報報告          出席委員 関 康仁 君 

 

出席報告（6/25）             

正 会 員  数 39名 

出 席 会 員 数 27名 

ホーム出席率 71.05％ 

修正出席率 84.01％ 

 

 

    

      「それでこそロータリー」 

ソングリーダー川上幸子君＆ピアノ演奏森幸子さん 

 

    

岩切まなつさんの台湾報告 

 

   
   青木会長・桑野幹事お疲れさまでした。 

 

   
   長谷川副会長・長野副幹事お疲れさまでした。 

 

      

     
懇親会案内       次週例会案内 

親睦委員長 野添勝久君  次期幹事 緒方隆憲君 

         

 

 


