国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

第 2130 回

会 長

長谷川 修身

副会長
幹 事
例会日
例会場
事務所

長 濱
博
緒 方 隆 憲
毎週木曜日 12：30～13：30
ホテル泉屋 2 F
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 9 月 17 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
我らの生業
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．会員卓話
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊会員卓話―福岡直樹君、高橋康朗君
＊例会終了後プログラム委員会

第 2129 回 例 会 内 容 （ 9/10 ）
☆会長の時間
長谷川 修身 君
回 例 会 内会長容(7/9)
みなさんお久しぶりです。
7 月 23 日から約 1 ケ月半例
会が開催できませんでした。
元気でお会いできたことを
大変うれしく思います。
今夏はいろいろなことがあ
りました。コロナ禍の中の安倍
総理大臣の退任、8 月の猛暑、
連続して襲来した台風など体
調はいかがでしょうか。
まず、私事ですが父の他界にあたり生花・弔電を頂きま
した。またたくさんのお心使いありがとうございました。
さて、現在コロナ禍の影響で世界中が大変な状況にお
ちいっています。感染した人もたいへんですが経済も大
変な状況になっています。特に風評被害が予想以上に深
刻で心を痛めることが多くなっています。このような状
況下で PETS・地区研修・協議会が中止になったり、ガバ
ナー公式訪問が延期になったりとした中でモチベーショ
ン下がらないように R I 会長テーマおよび方針の DVD を
観たりロータリーのガイドブックで勉強をしたりしてい
ますがなかなか頭にはいりません。

第 2730 地区ガバナー
風呂井
敬
中部グループガバナー補佐
金丸 憲史
同
副補佐
日高
均
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 24 日（2131 回）
＊新入会員卓話―中島幸浩君
＊会員卓話―会員増強委員長 川上幸子君
＊100 万㌦
やはりロータリーは例会に出席して多くの人との出会
いにより学ぶことが出来るのだと再確認いたしました。
これからもロータリーのテーマにそって例会を運営し
ていきたい考えていますので皆さんのご協力をお願いし
ます。

＜理事会報告 2020.9.10＞
1. 日本ボーイスカウト宮崎連盟への助成金の件 承認
2. 会長ノミニ―選考の件。
パスト会長会を開催し決定する。
日時 10/8（木）18：00～
場所 ホテル泉屋
3. 10/1（木）の夜間例会＆観月会は予定通り開催する。
4. 新入会員オリエンテーション＆クラブ研修会は、坂田
クラブ研修委員長にお願いする。
☆幹事報告＜文書案内＞
幹事 緒方 隆憲 君
＊米沢上杉 RC 会員の小泉雅行様
ご逝去のお知らせ
＊「石井十次の顕彰の集い」開催
中止のお知らせ
＊風呂井ガバナーより中部グル
ープの公式訪問について
高鍋 RC 訪問は
2020 年 11 月 26 日（木）

☆米山奨学生奨学金授与

■新入会員卓話

酒井 義之 君

高鍋信用金庫における SDGｓ
への取り組みについて
SDGｓ（持続可能な開発目標）

SUSTAINABLE
DEVELOPMENT
GOALS
☆米山奨学生近況報告
サブリアンシャリズキカアクバル君
テーマ：学生生活で感じたこと
私は、２０１８年から日本の
学生なりました。日本での学生
生活は安心と安全を感じられま
す。日本のかたと政府はよい支
援を行ってくれました。
学生の健康は国民健康保険で
守られています。毎年、大学で学生は健康診断します。自
然災害対応について、大学は災害訓練をしてくれました。
自然災害の情報も常に提供されています。今もコロナウ
イルスについて、マスクや留学生は特別低額給付金をも
らいました。日本は自動制御で有名なので、その研究をす
るために日本を選びました。
宮崎大学は、自動制御を研究するための優れた施設を
提供しています。 教授たちは最新の技術と知識を教えて
くれます。 研究室は私たちに最新の設備を提供してくれ
るので、研究に非常に役立ちます。 また、大学は国際学
会でのプレゼンテーションをする機会を提供してくれま
した。 そのため、国際的な研究コミュニティを築くこと
ができます。
日本では、学生生活を支える多くの機会を提供してく
れます。 インドネシアでは、年齢制限のため奨学金を申
請することができなかったので、私は私費留学生として
日本に来ました。 そこで、私は私費留学生を支援してく
れる奨学金団体を探し、その中でもロータリーの米山奨
学金支援に応募しました。米山奨学金で学校や生活費を
賄うことができます。 米山奨学生になることで、ロータ
リーのメンバーと関係を築くコミュニティに参加するこ
とができました。 奨学金の他に、日本は授業料免除のサ
ポートやアルバイトをする機会を提供してくださります。
現在、私は大学の研究および教育助手としても働いてい
ます。 そのため、私は教育助手としての収入を受け取り
つつ、研究も行うことができています。
日本の政府や大学、ロータリーの米山奨学金のおかげ
で、私は大学で研究を行ったり生活することができてい
ます。

重点課題と取り組み方針
① 地域社会の持続的発展
② 地域社会の繁栄
③ 次世代へとつなぐ豊かな環境保全
④ 活力ある人材の育成と組織の活性化

■新入会員卓話
岩本 正志 君
1.自己紹介
・家族構成 妻 娘３人
三女が今年日大高校の女子
駅伝部に入った、応援よろ
しくお願いします。
・増田工務店勤続３０年余り
本社勤務主に土木工事担当
最近の状況 コロナ過で工
事量の落ち込みがある
町内では、高信本店新築工事 増田・岩切建設ＪＶで
施工
・ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ入会理由 社長の一言 業務命令？
２.ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞについて
・勉強会が中止になったので、分からない事が多い
例えば、米山記念奨学金、ニコニコ財団米山 BOX 等
「四つのテスト」についての感想・・行動指針として良
い言葉
ロータリーの歌について中々覚えられない CD は？
３.中村文昭氏について
・「ｸﾛﾌﾈｶﾝﾊﾟﾆｰ」代表年間 300 回以上講演活動している
・中村氏の経歴紹介
・（中村氏の言葉）
お金でなく人の縁で生きろ 出会いを生かせば道
は開ける
人との出会いを大事にすれば人生は大きく変わる
弊社の社風「和」 社員の和、出会った人の和 ・・・
通じるものがある
次女も講演を聞いて進路が変わった
＊最後に、会員のみなさん一人一人の事をもっと知り、
色んな事を吸収してこれからのロータリー活動につな
げていきたいと思う。

☆ＢＯＸ披露
親睦活動副委員長 関 康仁 君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
【長谷川修身君】コロナ禍で例会
が出来ませんでしたが、お会
いできて感謝です。又頑張り
ましょう。
父の葬儀の際はありがとう
ございました。
【藤本範行君】秋の気配が感じら
れる朝でした。本日は新入会員の酒井君、岩本君の卓
話を楽しみにしています。
【緒方郁男君】お見舞い有難うございました。歯車会早期
復帰に向け頑張ります。
（腰の痛みはゴルフのやりす
ぎではありません）

☆出席報告

出席委員長 長野 孝吉 君

「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。

出席状況（9/10）
会
員
数
38 名
出席会員数
28 名
ホ ー ム 出 席 率 75.68％
修正出席率
78.38％

『メ－クアップしましょう』
県内クラブメ－クアップ会場
出席委員会
月

火

ピアノ演奏の森幸子さん

ソング曲「四つのテスト」
水

木

卓上の花「りんどう」
花言葉＝悲しんでいる
あなたを愛する

本日のお弁当
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