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令和 3 年 7 月 29 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
手に手つないで
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

７．ＢＯＸ披露
８．各委員会報告
９．次週例会案内
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊夜間例会
点鐘 18：30
＊新年度親睦会＆新入会員歓迎会
場所＝ホテル泉屋
会費＝3,000 円

第 2168 回

例会内 容

■会長の時間
会長 長濵
博君
今日は 2730 地区宮崎中部分
区田島ガバナー補佐、
宮崎中央
ロータリークラブの田中等君
においで頂きました。
ガバナー補佐は年間 4 回当
クラブの訪問予定を組んでお
られます。
本日は第 1 回目です
ご教示をお願い申し上げます。
また本日、
入会式を迎えられ
ます岩切君、おめでとうございます！心より歓迎申し上
げます。又、吉野不動産の吉野大作様にも、ゲスト参加頂
きました。どうぞ楽しい時間をお過ごしください。
さて、今日は大谷翔平選手についてお話しします。
私は、初めて大リーグのホームラン競争を見ました。8
人によるトーナメント方式で争われました。第 1 シード
の大谷選手は第 8 シードのソト選手との対戦、手に汗握
るスリリングな展開。両者譲らず 1 ラウンド同点、延長も
同点、再延長で大谷選手は惜敗。この場に日本人選手が出
場出来る事が如何に偉業か感動しました。
オールスターゲームでも史上初の２刀流で先発出場、
勝ち投手になり持っているな…と思いました。

長 濵

博

野 添 勝 久
川 上 幸 子
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

高鍋ロータリークラブテーマ
『いかなる時も楽しく魅力あるクラブを！』
第 2730 地区ガバナー
井福 博文
中部グループガバナー補佐
田島 直也
RI 会長テーマ
『奉仕しようみんなの人生を豊かにするために』
第 2730 地区テーマ 『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』
7 月の月間テーマ
次週例会案内；8 月 5 日（第 2170 回）
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊会員増強月間卓話
＊米山ランチ BOX
＊例会終了後理事会開催
しかしながらこの大谷選手は高校野球の名門花巻東高
校から米国大リーグを目指す意思表示をしていました。
なぜなら日本球界が 2 刀流では無理と言う凝り固まっ
た考えがあったからです。しかし、ドラフト会議で日本ハ
ムがまさかの 1 位指名、何度も説得に行き彼を日本の宝
として、そして将来設計まで作り口説き落としました。
日本球界から非難や批判を浴びながらも、栗山監督は
２刀流として、彼を使い成長させ本場大リーグに送り出
します。エンゼルスの智将ジョー・マトン監督は入団後
に怪我や手術をしても、彼の能力を評価し、見抜いてい
ました。価値観の高い人との出会いが如何に大切か改め
て思います。日ハムのＧＭや栗山監督がいなくて、直接
大リーグのマイナーからスタートしていたら今の大谷選
手は無いと思います。私達は、社員を雇用し生産し事業を
営みます。職業を通じて奉仕するロータリアンとして、何
をなすべきか考えさせられます。
楽しい一日でありますように。
■幹事報告＜文書案内＞
幹事 川上 幸子 君
＊地区公共イメージ ZOOM 会議の
出席証明書
＊日本ボーイスカウト宮崎連盟
助成金のお願い
＊海岸美化プロジェクト奉仕デー
9 月 12 日(日)＆9 月 25 日(日)

■ガバナー補佐就任にあたって
田島直也様（宮崎中央 RC）
この度、宮崎中部グループ
のガバナー補佐を拝命いた
しました田島直也です。
さて、2020 年 1 月から発症
した新型コロナ禍は、世界中
に蔓延し、未だ収束がついて
いない状況ですが、ワクチン
の対応もあったのか少しず
つ回復の兆しが見えてきた
のではないかと思います。しかし、新型インド株の流行も
あり、予断が許せない状況が続いております。
昨年度のコロナ過で各クラブとも活動に影響があった
かと思いますが、今年度は少しでも前進したいものです。
ガバナー補佐の大きな役割は、ガバナーの意向をクラ
ブに伝え、クラブの状況をガバナーに伝えることとあり
ます。今年度の RI 会長のテーマは“奉仕しようみんなの
人生を豊かにするために”であり、地区ガバナーのスロー
ガンは、“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”であります。この RI 会長、ガバナーの意図
を組みとりクラブ運営に反映させて頂きたいと思いま
す。高鍋 RC は、長濵会長、川上幹事の今年度の活動計
画として、楽しく充実した例会、創立 50 周年に向け会
員増強、明倫賞の授与、ロータリー奉仕デーの実施、米
沢上杉 RC と交流会の実施、課題は会員の高齢化、夜間
例会の在り方、等を挙げられています。
活動計画の実現と課題の検討をお願いします。私もお
手伝いしたいと思っています。

■新入会員入会式
岩切一浩君入会おめでとう！

■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
今日は、二つのテーマを話
します。
一つ目のテーマは私の大学
での勉強の進捗を話します。
二つ目のテーマは卒業後の
予定です。
私の論文公聴会の時間が決
まり、7 月 7 日と 10 日に居住
委員会の前に論文の発表をし
ました。公聴会は 8 月 20 日に決まりました。発表が良か
ったら 9 月に卒業することができます。
今は、私の大学勉強の進捗は良いと思います。ですが将
来の状況を考えています。このパンデミックは、社会的相
互作用、ビジネス、教育、健康のやり方を考えます。
私は米山ロータリーで学んでいますので、私は社会の
生活を改善しなければならないと情熱をもって社会に役
立つ活動に力を注いでいます。
来年からインドネシアの大学で働きたいので教育のチ
ャレンジを考えるべきです。今は日本の学生は学校に行
くことができますが、例えば、インドネシアのような他の
国では別だと思います。
今はインドネシアで全部学生と大学生も教育はオンラ
インで勉強します。来年までも、私はインドネシアでの勉
強がオンラインかどうかわかりません。しかし、学生に質
の高い教育を提供するためには、今からオンライン教育
の方法を準備するほうが良いと思います。
■クラブ協議会（各委員会の年間活動方針計画）
＊高鍋ロータリークラブのテーマ
「いかなる時も楽しく魅力あるクラブを！」

クラブ戦略・危機管理
委員長 藤本範行君

広報雑誌 IT
委員長 中島幸浩

■米山奨学生奨学金授与

クラブ会報
委員長 高橋康朗君

職業奉仕
委員長 岩本正志君

■出席報告
出席状況（7/15）
会
員
数
出席会員数
ホーム出席率
前々回修正出席率
社会奉仕
副委員長 酒井義之君

青少年
委員長 岩切 洋君

出席委員長 河原 好秋 君

40 名
34 名
87.18％
89.74％

国際奉仕
委員長 長谷川修身君

R 財団・米山
委員長 井上博功君

ソングリーダー橋口君

ゲスト 吉野 大助 様

■ＢＯＸ披露

森幸子さんのピアノ演奏

ビジター 田中 寿 君
（宮崎中央 RC）

親睦活動委員長 福岡 直樹 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【長濵博君】田島ガバナー補佐
をお迎えして。本日はよろ
しくお願い致します。
岩切一浩君入会有難うご
ざいます。吉野大作君よう
こそ高鍋 RC へ。
【藤本範行君】田島ガバナー補
佐、田中君ようこそ高鍋 RC
へ！ご指導をよろしくお願いします。岩切君入会お
めでとうございます。一緒にガンバリましょう。
【坂田師通君】ようこそ高鍋クラブへ。田島直也先生お世
話になります。本日は宜しくお願いします。
【吉田憲市君】喜寿のお祝いありがとうございました。
これからも宜しくお願い致します。

本日の食事
テーブルのお花

８月のプログラム
8/5

2170 回 月初めのセレモニー・雑誌紹介
会員増強月間卓話・米山ランチ BOX
例会終了後理事会開催
8/12 特別休会
8/19 外部卓話―高鍋高校 校長 篠田俊彦様
血圧測定・プログラム委員会
8/26 会員卓話

