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第 2139 回 令和 2 年 11 月 19 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．ガバナーアドレス DVD
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊100 万ドル BOX
＊ガバナーアドレス拝聴～ビデオ
＊例会終了後プログラム委員会

第 2138 回例会内容（11/12 ）
☆会長の時間
長谷川 修身
回 例 会 内 会長
容(7/9)
皆さんこんにちは。朝夕ま
すます寒くなり秋が深まって
きています。
世界では、コロナ禍の第 3
波による感染者が増大してい
るようですがこれから日本も
冬に向けて気温と湿度が下が
ってくるので体調管理には特
に気をつけたいものです。
本日は嬉しかった話をします。
先日、日向市から私の友人が訪ねてきて「高鍋の小学生
は横断歩道で止まって行かせたらお辞儀してお礼を言わ
れた。さすが教育の町だ」と言っていました。町内では当
たり前の光景ですが他の地域では少し違うようです。明
倫堂の教えが今も受け継がれているのだと思いました。
その時、私は、『ミシュランガイド 2020』仏版で、日本
人初で三ツ星を獲得したパリのレストラン「K E I」のオ
ーナーシェフ、小林圭氏の言葉フランスで「日本人は仕事
ができる」という信頼を築かれた先輩方に感謝したいと
いう言葉をおもいだしました。小林氏は 15 歳でフランス
料理の道に入り 21 歳まで日本の有名レストランで修業し

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！』
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
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』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次回例会案内；11 月 26 日（2140 回）
ガバナー公式訪問（100％出席）
＊会長・会長エレクト・幹事懇談会 11：15～
＊通常例会・新入会員入会式・集合写真
そのとき師匠から教わったのは「基礎を学ぶ大切さ」。
人との接し方、目上の人との接し方、料理に対する姿勢
など、「料理人」である以前に「一人の人間」としての心
構えを教えていただいたそうです。このことが後に大変
役に立ったそうです。その後、渡仏しパリの有名レストラ
ンで寝る間を惜しんで修業をしたそうですがその時も師
匠に恵まれ多くのことを学んだそうです。特に二つ星と
三ツ星の違い、「料理の美味しさ」の違いではなくサービ
スも含めた店としての「総合力」の違いだそうです。
小林氏が言うにはフランスで独立し、三ツ星をとれた
のは、フランスの料理人が日本人を受け入れ、技術や考え
方を教えてくれたからです。そうした環境があるのは、日
本人の先輩方が、「日本人は仕事ができる」という信頼を
築いてくれたからと述べています。
私の友人が高鍋の児童に感心したのも秋月種茂ら先人
からの「教育の高鍋」伝統が受け継がれているからでしょ
う。私たちロータリークラブも先人からの伝統を守り新
しいことに取り組み継続させていきたいものです。

＜理事会報告 2020.11.5＞
1.会長のミニー選考の件 野添勝久君にお願い 承認
2.2022-23 年度のガバナー補佐選考の件
藤本範行君にお願い 承認
3.新入会員候補の件 中武功見様、岡部由紀子様 承認

☆幹事報告＜文書案内＞
幹事 緒方 隆憲 君
＊第 8 期 2730 RLI－DL 研修
セミナー候補者推薦のお願
いとセミナー開催のご案内
日時 2020 年 12 月 19 日
9：30～15：00
場所 学校法人 田村学園
都城調理師高等専門学校
内容 DL 職務の理解と実習
☆米山奨学生奨学金授与＆近況報告
サブリアンシャ君
皆様こんにちは。
今日は旅行と趣味のサイ
クリングについてお話しし
たいと思います。
最近、宮崎の美しい場所に
行きました。飫肥城、鵜戸神
宮、石山観音池公園でボート
スライドを楽しんだり、フロ
ーデンテ、生駒高原、西都原
で美しい花を楽しんだりし
ました。うれしいことに、この前、西都原で長谷川会長さ
んに会い、私と家族の為に日本のお菓子をいただきまし
た。長谷川会長さんありがとうございました。美味しかっ
たです。
サイクリングについては一週間で 80～100 ㎞走ってい
ます。サイクリングをすることで、景色を楽しみ、美しい
場所を間近で見られます。インドネシアでは、私はいつも
森へ行ってマウンテンバイクを使っています。私の街イ
ンドネシアのマランッグの森では、森の中に自転車専用
道路がたくさんありますが、交通量が多いので道路に乗
るのは難しいです。宮崎では状況が違います。道路沿いに
は美しい海岸があります。海岸の隣にはたくさんの自転
車道があります。美しい景色を楽しみながらサイクリン
グができます。時々宮崎で、朝 6 時に自転車に乗って青島
に行き、日の出を楽しみます。これは、18 ㎞のサイクリ
ングルートです。週末はもっと長距離を走ります。私のお
気に入りのルートは、堀切峠から宮崎サンマリンまでで
す。約 50 ㎞のルートです。この趣味は私のストレス解消
に役立っています。将来的には、宮崎で開催される日南海
岸サンシャイン宮崎という有名なサイクリングイベント
に参加したいと思っています。国道 220 号線と県道 28 号
線を利用します。距離は 60 ㎞と 125 ㎞です。研究が終わ
ったら、他の有名な場所に旅行やサイクリングをする予
定ですので、高鍋の有名な場所を教えてくれる人がいた
ら嬉しいです。
最後に皆様の支援と奨学金のおかげで、いつも自分の
研究と日本の生活を楽しみにすることができました。
本日は素晴らしい機会を頂きまして誠に有難うございま
した。
テリマカシ

☆外部卓話

ながのうどん 黒木浩二様

講師紹介 藤本範行君

ソングリーダー川上幸子君＆ピアノ演奏森幸子さん

☆ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 曽我部 幸夫 君
＜ニコニコ・財団・米山 BOX＞
【長谷川修身君】黒木浩二様卓話
ありがとうございます。
とても楽しみにしています。
先週は曽我部君卓話ありが
とうございました。
【藤本範行君】ながのうどんの
浩二君ようこそ高鍋 RC へ。
本日は卓話を楽しみにしています。
宜しくお願いします。
☆出席報告

出席委員

出席状況（11/12）
会
員
数
39 名
出席会員数
32 名
ホ ー ム 出 席 率 84.21％
修正出席率
92.11％

関 康仁 君

米沢上杉ロータリークラブ来訪～歓迎会（11/12）

米沢上杉ロータリークラブ様より戴いたお酒。
友好クラブとの久々の懇親会、盛り上がりました。

