
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会長の時間         副会長 長濵 博 君 

先ずは長谷川会長の容

態をご報告いたします。 

11 時現在いたってお元気

です。怪我は仕事中に包丁

で人差し指を切ってしまっ

た。神経、筋まで切っている

ので 1 年間程完治にかかる

かもと心配されていまし

た。本日退院予定です。 

 「今日は忠犬ハチ公の日

だそうです」そしてアメリカオーガスタではマスターズ

が開幕します。松山選手の活躍を期待しております。 

さて、4月は母子の健康月間です。先週の例会で「ロー

タリーの友」の中から他クラブの取り組みの紹介があり

ました。我が国の周産期死亡率や妊産婦死亡率は世界で

も高水準な医療技術の為極めて低いようです。一方でマ

タニティーハラスメント、産後うつ病、DV、児童虐待など

が社会問題になっております。 

話しがずれますが、4日の水泳日本選手権見られました

か。 私は号泣しました。あの白血病からの復帰戦…池江

璃花子さんの100ｍバタフライ決勝。残り 25ｍからの 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

スパート素晴らしい泳ぎで優勝。インタビューで『努力は

必ず報われるんだな，凄く幸せです。』綺麗で、爽やかで、

聡明。この人どれだけの努力をしたのだろうか？「病気と

闘う全ての人達の支えになる大変な偉業」と翌日の記事

にありました。日本人の誇りです。将来，この人に指導し

てもらいたと願う子供たちがたくさん出てくると思いま

す。感動の瞬間でした。今日も皆様にとって素敵な一日に

なりますように。 

 

☆幹事報告＜文書案内＞      緒方 隆憲 君 

＊第30回「石井十次賞」贈呈式 

 および第39回石井十次生誕記 

念式典開催についてご案内 

日時 令和3年4月14日(水) 

     13：30～16：00 

 場所 高信ホール 

＊地区大会登録料変更について 

リアル参加＝4,000円 

オンライン参加＝無料 

懇親会＝8,000円（弁当持ち帰り3,000円） 

＊「高鍋大師花守山 草刈り大作戦 2021」参加のお願い 

 5/9  6/13  7/18  8/8 9/5 

＊継続米山奨学生資格確認について 

継続カウンセラー奨学生資格確認報告について 
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第 2157 回 令和 3 年 4 月 15 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

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』 

4月の月間テーマ  

     母子の健康月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．外部卓話 

10．点   鐘 

11． 

 

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 

 

本日の例会案内 

＊外部卓話―緒方博俊様 

  ＊100万㌦ランチ BOX 

  ＊例会終了後プログラム委員会 
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次週例会案内；4月 22日（2158回） 

 ＊早朝例会＆ロータリー公園清掃 ７時～８時 

 ＊作業のできる服装で。マスク着用。 

 ＊持ち帰り弁当 

第 2156回例会内容（4/8）

（（（（1

回 例 会 内 容(7/9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆米山奨学生奨学金授与＆近況報告  

サブリアンシャ リズキカ アクバル君 

  
 

皆様こんにちは。宮崎大学米山奨学生サブリアンです。 

いつもお世話になっております。 

今月、４月 12日から 5月 12日までイスラム教の人た

ちはラマダンすることが始まります。 

皆様ラマダンを聞くことがないと思うので少し説明し

たいです。ラマダンが来たとき私たちは 30日間断食しま

す。ラマダンはイスラム暦の 9月の事です。イスラム暦は 

太陽暦を使っています。それで太陽歴史に比べて、毎年ラ

マダン時期は別になります。 

 今年ラマダンは春に来るから、４時30分に朝ご飯を食

べます。この朝ご飯の活動はスフルと呼んでいます。 

 それから、毎日私たちは、今年の春のラマダンに 14-15

時間ずっと断食します。ラマダンが夏に来るなら大変に

なると思います。たぶん、断食は 16時間ぐらいかかりま

す。インドネシアの断食の期間は 12時間ぐらいかかりま

す。しかし、断食していても、ラマダン毎日の活動は、頑

張らなければなりません。 

 皆さまの支援と奨学金のおかげでありがとうございま

した。 

 

☆PETS報告       会長エレクト 長濵 博 君 

会長エレクト研修が 4 月 4

日zoomにて開催されました。 

9 時半から 15 時半まで、2

部構成のプログラムで進めら

れました。 

 2021-2022年度ＲＩ会長は、 

インド、カルカッタ-マハナガ

ル・ロータリークラブのシェ

カール・メータさんです。 

会長は「奉仕は誰かの人生だけでなく、自分の人生も豊

かにする」との考えの下に国際ロータリーのテーマを『奉

仕しよう みんなの人生を豊かにするために』とされま

した。中でも 1番に掲げられたのは会員増強です。2022年

7月1日までに会員数を130万人に増やす。皆が新会員一

人を入会させるお願いする事。全てのロータリアンが実

行すれば、各々が「変革者」となり新たなロータリアンと

なる人の人生を永遠に変えることになると説かれていま

す。そして次年度の焦点の一つに「女子のエンパワメント」

です。女子の教育、健康、経済的発展を確保してよりよい

機会の為のスキルを与える事に取り組み未来の女性リー

ダーの成功に導くこと。もう一つの焦点は、ロータリーの

活動を世界に紹介する「ロータリー奉仕デー」を実施する

こと。ロータリアン一人一人がロータリーのブランド大

使となるよう奨励されています。そして 7 月から新たな

重点分野に「環境の保全と保護」が追加されます。 

 次年度地区ガバナーは井福博文さんです。都城西ロー

タリークラブの所属です。ガバナーは 2021-22 年度地区

スローガンを「ロータリーの原点に立ち、誇りと自信を持

って行動しよう！」とされました。このスローガンの行動

とは、ロータリー活動の全てを指します。ＲＩ会長のテー

マの推進、会員基盤の強化とクラブの拡大、ロータリー賞

へのチャレンジ、財団への寄付、ポリオ根絶への寄付、 

米山奨学会への寄付、ロータリー奉仕デーの実施、地区大

会への参加、ヒューストン国際大会への参加等を求めら

れました。色々な課題解決に向けた取り組みやむつかし

い財団とファンドレイジングについての指導を受け、第

一部終了。12 時半～からの第 2 部は地区戦略計画と RLI

についてからスタート地区のそれぞれの委員長からテー

マに沿って説明を受けました。最後に井福ガバナーエレ

クトから修了証の授与式があり、会長エレクトに直接Ｒ

Ｉ会長からのメッセージがありました。素晴らしスピー

チで身の引き締まる思いになりました。まだ高鍋ロータ

リークラブのスローガンも考えておりませんが、初の女

性幹事を登用し委員長に３年未満の会員を抜擢する陣容

で、新しいロータリークラブの運営に挑戦して参ります。

会員皆様のご理解ご指導をお願い申し上げPETSの報告と

させていただきます。 

 

☆会員卓話             石田 喜克 君 

鮪延縄漁業従事 8年間 

鮪船の形態 

1.青森県大間の1～2名乗り 

2.川南町川南港の5～6名乗り 

3.南郷目井津港の10名前後 

4.三崎・清水港の20名前後 

 1年半～2年 

5.巻き網船   30名前後 

漁 法 

3パターン  ・一本釣り ・延縄 ・巻き網 

延縄漁業について 

怖かった想い出（アクシデント） 

① 南下中台風の中に突っ込んで行った事（乗船 3年目） 

② 台湾の南東沖で操業中に鋼船の僚船と衝突     

（乗船5年目） 

③ 宮城県塩釜港から宮崎に寄港中潮岬沖で機関室炎上

（乗船6年目） 

④  操業中に右足大腿骨骨髄炎発症（乗船 7年目） 

 

昭和57年8月  会社倒産 

昭和57年10月  高島産業(株)九茶 

昭和58年6月  大正海上火災保険㈱ 

昭和59年8月  損害保険代理店    現在に至る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆会員卓話＜2021.4.1＞       岩切  洋 君 

今年の 9 月で 59 歳を迎え

ます痛風持ちです。 

家族構成は妻一人、息子は

東京在住、長女は福岡在住で

子供二人に恵まれ、次女は今

年高校を無事卒業しました。 

一昨年は交換留学生で会

員の皆様にも大変お世話に

なりました。留学させて頂い

たおかげで台湾の大学を受験し、今月 20日の合否の連絡

待ちで合格すれば今年 9 月入学となります。現在普通免

許取得のため自動車学校に行きながら高鍋のドラッグモ

リでバイト中です。顔を拝見したらお声掛けください。 

値段は安くは・・・なりません(笑） 

学校は地元小中学校、日向工業高校、大学は大分県日本

文理大学を卒業後、東京の中小ゼネコンで 3 年間現場管

理を学び祖父が亡くなったのをきっかけに唱和 62 年 12

月地元に戻ることになりました。翌 63 年 4 月には結婚。 

以後会社在籍 33 年、昨年は創業 60 年を迎え先代より

社長引き継いで 20 年の年でした。現在役員含めて 29 名

で新築木造注文住宅をはじめリフォーム、セブンイレブ

ン店舗、事業系の工事で営業させて頂いております。 

コロナ禍の影響も少なからずあり、新築の集客もSNSを

中心とした予約制スタイルに変わりました。 

リフォームは年齢層も広いため依然折込チラシスタイ

ルです。 

当社も平均年齢がアップしてきたため、近い将来事業

承継も含めここ数年新卒者採用に力を入れておりますが、

世代間のギャップ、考え方の違い、そして働き方改革も加

わり頭を悩ませている今日この頃です。 

タクシー料金のお話は・・・また次回と言うことで(笑） 

 

 

☆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＞ 

【坂田師通君】本日は、新入員 

オリエンテーションをさせ 

ていただきます。 

宜しくお願いします。 

 

 

 

☆出席報告           出席委員 中島 幸浩 君 

 

出席状況（4/8）        

会  員  数 40名 

出 席 会 員 数 31名 

ホーム出席率 79.49％ 

修正出席率 84.62％ 

 

 

 

ホテル泉屋例会場に Wi-Fi が設置されました。 

   ネットワーク名＝izumiyawifi-2F 

    パスワード＝izumiya3366 

 

 

早朝例会＆ロータリー公園清掃のご案内 

    

＊ロータリー公園に７時集合 

日時 ４月 22日（木）７時～８時 

       持ち帰り弁当 

 

 

    
    高橋 康朗 君            テーブルの花 

                  ガーベラ 

  

ピアノ演奏 森さん 

 

 本日の食事 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


