
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

☆会長の時間       会長  長谷川 修身 君 

皆さんこんにちは。 

今日は私の尊敬する経営者

を紹介します。その方はレオ

ン自動機創業者の林虎彦氏

で、この方の最大の功績は世

界の食文化を変えた「自動包

あん機」と「製パンシステム」

を開発したことです。例えば

コンビニで売られている肉

まんやあんまん、スーパーな

どにある菓子パン、また代表的なもので福岡銘菓“博多通

りもん”は年間約6400万個も販売されている土産菓子と

なっています。その他多くのお菓子やパンを製造する機

械を開発した方です。また、この方はもともと和菓子職人

で加工食品の多くが粘性と弾性を持っている流動性物質

で形成されていることに気付き、独学でレオロジー(流動

学)を研究し様々な機械を考案したことでも知られてい

ます。これまで「餡を包む」「パンを成形する」といった

仕事は、一部の職人の手仕事でしか実現できず、彼らの労

働環境は過酷を極めていました。終戦直後の日本でそん

な「食」の現場を目のあたりにした虎彦は、文化的な活 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動をするべき人間が、機械のように働かなければいけな

い現状に違和感を覚え、食の分野の機械化に乗り出しま

した。着想から開発に至るまで、12 年の歳月をかけたこ

の自動製造機は、食品加工業界に革命を起こし、饅頭・葛

餅・あんぱん・月餅・ピロシキ・クロワッサンなど世界中

のあらゆる食品を手軽に加工できるようにし、世界中の

食文化をより豊かに大衆化することに成功しました。 

今では、海外事務所 9 施設 120 以上の国や地域に製品

を輸出し続けています。虎彦は社是を「社会に存在理由の

ある企業たらん」とし、金儲けのためのビジネスでなく

「文化の創造」であり全ての人にあまねく求められる「社

会的な」事業でなくてはならないと述べています。彼の信

念は、ロータリーの奉仕の心に通じるものがあるのでは

ないでしょうか。 

 

☆幹事報告         副幹事 石田 喜克 君 

＜文書案内＞       

＊風呂井ガバナーよりクラブに 

 おける取り組み状況について 

 報告のお願い 

＊高鍋クリーン活動の協力依頼 

 日時 令和3年7月11日(日) 

     午前6時～7時 

 場所 高鍋海水浴場 

 

国際ロータリー第2730地区 

区 
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例会日  毎週木曜日  12：30～13：30 

例会場   ホテル泉屋  2 F 

 
事務所  宮崎県児湯郡高鍋町大字北高鍋1368-4 
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第 2164 回 令和 3 年 6 月 17 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』 

6月の月間テーマ  

     ロータリー親睦月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．各委員会報告 

９．クラブ協議会  

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 

＊クラブ協議会（年間報告）後半 

＊例会終了後 次年度プログラム委員会 

           （７月のプログラム） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次週例会案内 6月 24日（第 2165回） 

 ＊100万㌦ランチ BOX 

＊高鍋ロータリークラブ明倫賞授与式 

＊三役退任あいさつ 

第 2163回例会内容（6/10）

（（（（1

回 例 会 内 容(7/9) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆ご挨拶             中部グループガバナー補佐 

金丸 憲史 様 

高鍋ロータリークラブの

皆様、こんにちは。 

長谷川会長、緒方幹事さ

んをはじめ会員の皆様には

これまで地区及び宮崎県中

部グループ内の諸活動に対

して御協力をいただき本当

に有難うございました。 

 さて、まずは去る 5月15

日（土）に鹿屋市において開催された 2020－2021年度の

地区大会に参加して参りましたので、そのご報告を簡単

にさせていただきます。 

宮崎県中部グループからは、10クラブ77名の登録参加

でしたが、新型コロナウイルス感染症拡大防止のため一

部の方を除きオンラインでのご参加となりました。ちな

みにリアルでの参加者は、大迫三郎直前副ガバナー（宮崎

南）、長嶺貴臣米山記念奨学会部門長（宮崎北）、岩切承

自直前地区幹事（宮崎西）と私の４名でした。地区大会の

詳しい内容については、ガバナー月信でご報告があるこ

とかと思いますが、大会スローガン「世界を変える行動人 

機械の扉を大きく開き、平和を目指そう」の下、千玄室Ｒ

Ｉ会長代理をお迎えして１日での開催でしたが、98 歳を

迎えられた千ＲＩ会長代理のお元気なお姿が、ひと際印

象に残る大会であったかと思います。 

 ところで、今年度は、年度当初の会長エレクト研修セ

ミナー、地区研修・協議会、そして今回の地区大会と主

な行事が、ことごとくコロナの影響を受け、風呂井敬ガ

バナーが計画され期待されたであろう行事が、皆さんと

直接お目にかかって開催することができない中でのスタ

ートとなりました。ただ、そのような中においてもガバ

ナーが強く希望され取り組むことができたのが、ガバナ

ー公式訪問ではなかったでしょうか。残念ながらガバナ

ーが全てのクラブ例会に参加し、直接皆さんとお会いす

ることこそ叶いませんでしたが、ガバナーの熱意が掲げ

られたスローガン「不易流行・ロータリーの基本を堅持

し変化に適応するクラブ」の中に感じ取られホルガー・

クナーク RI会長の「ロータリーは機会の扉を開く」に

つながったのではないかと思っているところです。 

 結びに、この１年間の2730地区及び宮崎県中部グル

ープに対する御支援に対して重ねて感謝申し上げ、ご挨

拶とさせていただきます。ありがとうございました。 

    

☆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 

みなさんこんにちは。 

 宮崎大学米山奨学生サブリアンシャリズキカアクバル 

です。6月のレポートです。 

 先月、2回、研究について発表しました。 

一つ目は、研究の進捗住協発表を話しました。 

二つ目は、論文について話しました。このプレゼンテー

ションは、主指導教員と副指導教員の前オンラインで発

表しました。主指導教員と副指導教員から良いコメント

を頂きました。色々アドバイスをいただいて、先生たちは 

私が論文を提出することを許可しました。 

 先月の27日に、私の論文を学部に提出しました。今月

の16日に専攻会議論文受理可否が行われます。結果が良

かったら、今月の17日から8月の5日までの間、私は最

終試験と審査委員会公聴会に参加しなければなりません。 

 この期間は、私にとってとても大切な時間です。 

 皆様の支援と奨学金のおかげで、研究に集中すること

ができました。本当にありがとうございました。 

 

☆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】金丸憲史ガバ 

ナー補佐ようこそ高鍋 RC 

へ。残り任期の最後まで宜 

しくお願い致します。 

【松尾正博君】いつもお世話に 

なっております。コロナ禍 

の中、長谷川年度大変お疲 

れさまでした。 来月より長濱年度のスタート、 

ご活躍をお祈りしております。 

 

☆出席報告          出席委員  中島 幸浩 君 

 

出席状況（6/10）        

会  員  数 40名 

出 席 会 員 数 30名 

ホーム出席率 76.92％ 

修正出席率 84.62％ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☆クラブ協議会―年間報告 

〇広報雑誌 IT委員会 

委員長 橋口 清和 君 

副委員長  岩切 洋 君 

後期活動もコロナの影響で

思うように広報活動ができま

せんでしたが、オンラインに

よる会議ができるように基礎

作りができたのかなと思いま

す。例会休会時には、ZOOMを

利用して、各事業所や、車中

から等と、場所も選ばず手軽

に会議ができるようになりま

した。これからはたくさんの会員さんがもっと、オンライ

ンで参加できるように推奨していけたら、もっとあらゆ

るシーンで活用できるようになると思います。  

マイロータリーの登録は、もっと簡単に登録できるよ

うに地区に進言したらいいと思います。ロータリーデー

開催は、今月末の、タグラクビー開催時に実施出来たら

いいと思います。 

 

〇出席委員会       委員長  長野 孝吉 君 

                         副委員長 向山 健一 君      

委員  関 康仁君 ・ 中島 幸浩 君 

今年度はコロナの為の休会が 

9回ありました。 

７月～5月迄の出席率は 

ホームクラブ出席率 79.12％ 

メーク修正出席率  87.16％ 

昨年よりもアップ。今年度目標

をクリアできると思います。 

 

 

      
  正SAA 桑野倫夫君     プログラム 福岡直樹君 

 

     
 クラブ研修 坂田師通君     会員増強 川上幸子君 

 

   

 クラブ会報 高橋康朗君  国際奉仕 青木善明君 

 

 

  

  ソングリーダー 多賀君 ＆ ピアノ演奏 森さん 

 

  

本日の食事 

 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

＜現・次期理事会報告 6.10＞ 

１．次年度クラブ会費の件  現状で承認 

２．「高鍋ロータリークラブタグラグビー大会の件 

    日程 令和 3年 6月 27日（日） 

    場所 高鍋町小丸河畔運動公園内室内練習場 

３．その他  

①事務局給与の件 現状で承認 

   ②「高鍋ロータリークラブ明倫賞」授与式は 

     最終例会日 6月 24日（木）で承認 

   ③2021-22年度の公式訪問 10月 28日（木） 

   ④米山奨学生受入れ期間 2021年 9月まで 

   ⑤ウェルカムランチ＆コーヒーの継続 承認 

   ⑥森幸子さんのピアノ演奏の継続 承認 

 

テーブルの花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


