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令和 2 年 9 月 10 日プログラム

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

会報

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．新入会員卓話
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊血圧測定 ＊米山ランチ BOX
＊米山奨学生奨学金授与＆近況報告
＊新入会員卓話―酒井義之君、岩本正志君
＊例会終了後理事会開催

第 2128 回 例 会 内 容 （ 9/3 ）
☆会長の時間
長濱 博 君
回 例 会 内副会長
容(7/9)
皆様、コロナウィルスの感染
拡大防止の為 1 ヶ月以上の休
会で、お久しぶりです。
ようこそ例会においでくだ
さいまして感謝申し上げます。
長谷川会長のご尊父様が御
逝去されました。心からご冥福
をお祈り申し上げます。 会長
が喪中でございますので初の
ピンチヒッターを務めます。よろしくお願い致します。
色々な話題がございますが、安倍総理の辞任会見があ
りました。持病の再発という事で職務困難「国民の付託に
応えられなくなった以上総理大臣の地位にあり続けるべ
きではない」という理由でした。北朝鮮の拉致問題やロシ
アとの平和条約締結、憲法改正など志半で職を去ること
は無念だと思います。しかし、政治も経済も止まりません。
数日しかたっていませんが、次の総選挙に話題が移り、
3 名の方が立候補されました。野党の統一も動き出してお
ります。政局を見守りたいと思います。
話は変わりますが、先週 28 日の朝、通勤途中のラジオ
から未明のニュースが耳に留まりました。アフリカ大陸
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高鍋ロータリークラブテーマ
『高鍋 RC ブランドの確立を目指そう！』
RI 会長テーマ 『ロータリーは機会の扉を開く』
第 2730 地区テーマ 『不昜流行・ロータリーの
基本を堅持し、変化に適応するクラブを』
9 月の月間テーマ
基本的教育と識字率向上月間
次回例会案内；9 月 17 日（2130 回）
＊会員卓話―会員増強委員長 川上幸子君
＊例会終了後プログラム委員会
のポリオ撲滅宣言を WHO が発表したことでした。この貢
献者は、ビルゲイツ氏の財団と紹介されました。私は、ロ
ータリーの活動が認められる機会に・・・と思って少し残
念は気持ちになりました。しかし、後でネットで確認した
ら、ビルゲイツ氏自身がロータリーの国際大会で講演さ
れポリオ撲滅するため革新的かつ先進的な役割を果たし
てきたロータリーに感謝の意を表しています。この活動
は新型コロナウイルス対策にも活かされるのではないで
しょうか？ワクチン完成が待たれますが、世界中で取り
組むことを経験したロータリーに不可能は無いように思
いました。
コロナウイルスの状況ですが、9 月 1 日に感染拡大緊急
警報が解除され特別警報に引き下げられました。また、2
日に県内の感染者は 6 日ぶりにゼロでした。県内 359 人
の感染確認ですが、
現在 26 人が入院中とされております。
重症者は無しと報道されております。ロータリーもガ
バナー公式訪問の延期やプログラムの変更など当初の計
画が実施されず悶々としておりますが「案ずるなかれ工
夫せよ！」力を合わせて乗り切っていきましょう。
最後に 9 月 1 日は防災の日でした。色々な取り組みが
紹介されました。昨日も台風 9 号心配しました。影響がな
くて良かったですね。しかしながら、台風 10 号が大変大
型で週末から 7 日にかけて九州に進路予想されておりま
す。備えすぎはありません。どうか皆様、台風対策とコロ
ナ対策をお願いして会長の時間を終わります。

☆幹事報告
＜文書案内＞
＊RYLA 開催に向けてのアン
ケート調査（お願い）
＊ローやリーの友月間におけ
る卓話のお願いと資料送付
＊ガバナー月信委員会より
クラブ活動 報告原稿依頼

幹事 緒方 隆憲 君

（８月）誕生日おめでとうございます❣
長野君
石田君
岡島君

坂田君

☆第 2730 地区役員委嘱状交付式
（９月）誕生日おめでとうございます❣
平山君
桑野君
岩切君

地区クラブ戦略計画委員会副委員長 藤本範行君

地区青少年交換委員会副委員長 岩切 洋君

☆月初めのセレモニー（8 月＆9 月）
結婚記念日おめでとうございます❣
岡島君
福岡君

卒寿祝い
平山君

傘寿祝い
長野君・岡島君

還暦祝い
坂田君

■2730 地区広報・公共イメージ部門
クラブ委員長 ZOOM 会議報告
公共イメージ部門長
橋口 清和 君
2730 地区初めてのウエブ会
議として、8 月 22 日（土曜日）
13:00～16:30 迄、長時間開催
されました。北は延岡市から、
南は、出張先の喜界島から 59
名、風呂井がバナーはじめ、地
区役員、各クラブの委員長が参
加して開催されました。
私は初めてのウエブ参加で
したので、前日のプレ会議でテスト参加をしまして、無事
参加できることを確認しての参加でした。
部門長のリードで、ガバナー挨拶に始まり、山下浩三
PDG の基調講演を基に、スムーズに行われました。
この中で、ガバナー月信委員会からの」報告として、９
月号から一部ネット配信を実施するとの報告がありまし
た。現在でも 2730 地区ホームページから閲覧できるので
すが、そのうち冊子の配布を停止し、ウエブ上での閲覧の
みに移行し、冊子代の浮いた発刊料金は、各クラブに還元
し、地区人等分担金も値下げできるとの報告でした。
又、ロータリーの友地区委員からも、報告がありました
が、これについては、現状のまま、冊子配布は持続すると
のことで、もちろんウエブ上で閲覧できることは、これま
でわがクラブの雑誌紹介でご案内している通り、ウエブ
上での閲覧は変わらずです。
地区での実情は、ホームページを持たないクラブもあ

り、書き換えていないクラブも数多くあるようです。
この会議を受けて、わがクラブもウエブ会議ができる
よう逐次、進めているところです。整備が進めば、理事会
や、プログラム委員会など諸会議がウエブ上でできるよ
うになったり、外部卓話等で、わざわざクラブに足を運ば
ずとも、リモートでの卓話も可能となっていくのではな
いでしょうか。

☆ＢＯＸ披露
親睦活動委員会
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
【平山英俊君】卒寿祝いのお返しとして。
【桑野倫夫君】皆様お久しぶりですが、お元気でしたか？
誕生日祝いのお礼として。
【岡島達雄君】久し振りにお目にかかれて嬉しいです。
人生 80 年、結婚歴 54 年。ここまで来られましたのも
多くの方のご指導と支えていただいたおかげです。
ありがとう。
【岩切洋君】誕生日祝いのお礼として。いつもありがとう
ございます。
【石田喜克君】お久しぶりです。誕生祝のお返しとして。
【長濱博君】皆様お久しぶりです。 色々なことに負けず
頑張りましょう。
【坂田師通君】誕生祝のお返しとして。ありがとうござい
ました。
【長野孝吉君】80 の大台に乗りました。誕生祝のお返し
として。

9 月のプログラム案内
プログラム委員長
福岡 直樹 君

☆出席報告

出席委員 中島 幸浩 君

出席状況（9/3）
会
員
数
38 名
出席会員数
30 名
ホ ー ム 出 席 率 81.08％
修正出席率
86.49％

ロータリアンの行動規範

ソングリーダーの多賀学昭君＆ピアノ演奏の森幸子さん

本日のロータリーソング

ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択
された。
ロータリアンとして、私は以下のように行動する。
1） 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理
基準をもって行動する。
2） 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業
に対して尊重の念をもって接する。
3） 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、
特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世
界中の人びとの生活の質を高める。
4） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とす
ような言動は避ける。
5） ロータリーの会合、行事、および活動においてハラ
スメントのない環境を維持することを支援し、ハラ
スメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報
告した人への報復が起こらないよう確認する

