国際ロータリー第2730地区

高鍋ロータリークラブ
区

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

第 2166 回 令和 3 年 7 月 1 日プログラム
１．点 鐘
２．ロータリーソング
君が代・奉仕の理想

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．月初めのセレモニー
８．ＢＯＸ披露
９．各委員会報告
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊米山ランチ BOX
＊三役就任あいさつ
＊前会長幹事へお礼
＊前年度 100％出席表彰
＊月初めのセレモニー ＊雑誌紹介
＊例会終了後第１回理事会開催

第 2165 回例会内容（6/24）
☆会長の時間
会長
（（（
（1 長谷川 修身 君
皆さんこんにちは。
今日
が本年度最後の会長の時間
回 例 会 内 容(7/9)
になります。
東京オリパラリンクが開
催までひと月をきりまし
た。コロナ禍の中で人を入
れての大会です。国民がメ
ダルの数と感染者数に一喜
一憂するのではないでしょ
うか。
さて、本題に入ります。宮崎日日新聞の健康歳時記の中
で“不織布マスクの行方”というのがありました。内容は、
不織布マスクはポリエチレンテレフタレート（PET）とい
うプラスチックでできています。最近、道端に使用済みの
不織布マスクが落ちているのをよく見かけるが風に飛ば
され、川に落ち、海にまで流れ着くマスクも多いだろう。
マスクやペットボトルなどプラスチックは劣化するもの
の自然に返ることはない。海の環境汚染は海洋生物だけ
の問題ではない。やがて私たちが口にする魚や、魚がたべ
るプランクトン、海藻などにも悪影響を及ぼすので、人類

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』
7 月の月間テーマ
ロータリー親睦月間
次週例会案内 7 月 8 日（第 2167 回）
＊血圧測定
＊クラブ協議会（活動方針・計画）

に大きく関わると述べている。私は、昭和 32 年生まれで
すがとても便利で豊かになりました。水道、ガス、テレビ、
自家用車、冷暖房、携帯電話、海外旅行、高速道路、いつ
でも季節を問わず美味しいものが食べられるとても楽で
楽しい生活かできる。その反面、地球の健康状態は悪化し
ている。①生物の多様性は減少している ②森林も減少
している ③平均気温は上昇している。人間活動に伴う
環境負荷の増大①化石燃料の大量消費②世界人口の急激
な増加による農水産物と水の不足③貧困、格差拡大、紛争
など。世界は、生活習慣病に陥っているのではないか。
私の初孫は、今年小学校に入学しました。又 12 月には
2 人目の孫ができます。この子たちが私ぐらいの年齢にな
ったとき今から 50 年、60 年後に地球は今と同じようにあ
るでしょうか？とても不安です。【持続可能な社会】がで
きるでしょうか？今現在、私が持続可能な社会に向けて
少しでも力になれるのは RC 活動だと考えています。
これからも皆さんと一緒に勉強していきたいです。

＜持ち回り理事会報告 6/24＞
1.緒方郁男君より退会届が提出され、持ち回り理事会で
6 月 30 日付の退会が承認された事を報告いたします。

☆幹事報告
＜文書案内＞
＊クラブ会長就任挨拶の原稿
依頼の件（〆切 7/9）
＊クラブ委員長就任挨拶の原
稿依頼の件（〆切 7/9）

幹事 緒方 隆憲 君

☆高鍋ロータリークラブ明倫賞授与式
「舞鶴一座 秋月鼓童」
代表 石田卓也様

馬渡 志桜 (ｼｵﾝ)さん

宮日高鍋支局長 清水正樹様
☆退任あいさつ
会長 長谷川 修身 君
この一年はコロナで始まりコロナで終わったような気
がします。会長エレクト研修セミナー（PET）はテキスト
と DVD で地区協議会、地区大会はオンラインで行はれま
した。高鍋ロータリー45 年でガバナーの地元に一度も行
かなかったのは初めてではないでしょうか、特に PET が
開催されなかったので上手く会が運営出来るのかととて
も心配で不安でした。そんな時に岩村文雄君が店にいら
っしゃいましたその時に会長の時間のことで相談しまし
た、回数が多いから半分は他の会員やってもらおうとそ

のときはお願いしますと頼みましたら、即座に否定され
「会長の時間はその年度の一番大事なもの他の会員に回
したら会長の求心力はなくなるよ。組織運営の要諦」だと
教えられました。また岩村君は、自分の会長の時間の原稿
や資料を二抱えも持って来られ参考にしなさいとおっし
ゃられました。なかみは、原稿を何度も何度も書き直して
おられ大事なところには傍線が引かれていました。新聞
などの切り抜きも多数あり、いつもロータリーとは何か
考えていたようです。これをみて会長の時間の大切さが
身にしみて解りました。また他の会員の方からも沢山の
ご指導アドバイスをいただきましたおかげさまでどうに
か一年乗り越えることができありがとうございました。
そして、今年度最終例会の日に高鍋ロータリークラブ
明倫賞授与することができました。
「舞鶴一座秋月鼓童」
代表石田卓也様による和太鼓への思い青少年育成を通じ
ての地域貢献など明倫賞にふさわしいものでした。座員
による生演奏には皆様感動したのではないでしょうか。
6 月 27 日（日）に行われた高鍋 RC・タグラグビー交流
会は、会員の皆様多数参加していただきありがとうござ
いました。ちびっこ選手の真剣にボールを追う姿を見て
いると全員孫のようで涙が出るようでした。大会スタッ
フの皆さんはコロナ禍のなかで練習、日程などで苦労し
たのではないでしょうか。感謝申し上げます。
「舞鶴一座秋月鼓童」「高鍋ラグビー」このような方が
地域を支えていると本当にうれしくなります。
一年間大変お世話になりました。感謝申し上げます。

☆退任挨拶
副会長 長濵
博 君
長谷川年度最後の例会とな
りました。素朴で朴訥・・
純粋な長谷川会長の下で１年
間学ばせていただきました。
コロナウィルスの影響で、
思うに任せないところもあっ
たと思います。節目節目に美
味しい団子をふるまって頂
き、正に職業奉仕そのものでした。高鍋クラブのブランド
確立に奔走されたと思います。中部分区の名物会長 3 人
に数えられる活躍は素晴らしいことと思います。
さて、いよいよ来週から長濵年度に入りますが、会員各
位のご支援を心からお願いいたします。歴史ある高鍋ク
ラブの品位を守り、魅力ある運営に心がけてまいります。
どうぞよろしくお願い致します。

長谷川修身会長・緒方幹事 お疲れ様でした。

☆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】会長も今日
が最後の例会になりまし
た。会員皆さまの協力で
無事Ⅰ年間努めることが
できました。有難うござ
いました。
【長濵 博君】長谷川年度ご
苦労様でした。舞鶴一座の明倫賞おめでとうござい
ます。嬉しいことがありました。宮崎交通の社長に
竹馬の友追分出身の高橋光治君が就任しました。
【茂木 晃君】長谷川年度皆様お疲れさまでした。
【平山英俊君】明倫賞授章おめでとう。
長谷川丸が一年間の航海を終えて無事帰港。船長及
び乗組員の皆さんご苦労様でした。SAA,理事の一人
としてホッとしています。
【橋口清和君】長谷川年度お疲れさまでした。来年度も
美味しいあんこ菓子をお願いします。
【桑野倫夫君】いよいよ今日で長谷川年度の最終例会で
すね❕ 長谷川会長、緒方幹事お疲れ様でした。
【井上博功君】先月（5 月）長男が東京においてコロナ禍
で結婚いたしました。ノンアルコールで少人数での
式でした。2 回の延期の末、3 回目でやむなくの開催
でした。無事終了出来てほっとしています。
【岩切 洋君】長谷川会長、緒方幹事コロナ禍の中Ⅰ年間
お疲れ様でした。
【石田喜克君】長男卓也座長率いる「舞鶴一座・秋月鼓童」
への明倫賞の授与に感謝申し上げます。数か月前に
外部卓話された馬渡の長女・志桜(シオン)さん。
いらっしゃい❕❕
長谷川年度の理事役員の皆様お疲れ様でした。
【藤本範行君】長谷川会長、幹事 長い間お疲れ様でした。
責任感の強い素敵な会長でした。
これからも共に宇良関を応援していきましょう
【野添勝久君】昨日 23 日コロナワクチン 2 回目の接種に
96 歳の父と女房と 3 人で行きました。リアクション
もなく安心しました。
長谷川会長 1 年間ご苦労様でした。
【青木善明君】長谷川会長、緒方幹事コロナ禍の中Ⅰ年間
大変お疲れ様でしたこの経験を活かされ益々のご活
躍を期待しております。「感謝‼ 」
【坂田師通君】長谷川会長、緒方幹事お疲れ様でした。
１年間ありがとうございました。
【関 康仁君】会長お疲れ様。作った入れ歯は無くさない
ように大切に使ってください。

次年度 正 SAA 橋口君

現 副 SAA 中武君

現・正 SAA 桑野君

平山君

石井君

お疲れ様 藤本君より花束贈呈

ソングリーダー 橋口君 ＆ ピアノ演奏 森さん

☆出席報告

出席委員

向山 健一 君

出席状況（6/24）
会
員
数
40 名
出席会員数
31 名
ホ ー ム 出 席 率 81.58％
修正出席率
86.84％

テーブルの花

本日の食事

