
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■会長の時間        会長 長濵  博 君 

皆様こんにちは。 

先日栗を頂きました。 

秋の季節を感じながら…

焼き栗にしてもらおうと加

工屋さんに持ち込みまし

た。今年の初物美味しく頂

きました。 

朝夕は涼しくなってきま

したが日中はまだ真夏日の

気温です気象の変化を感じ

ていると昨日トップニュースでノーベル物理学賞に日本

人の真鍋淑郎様（90歳）が選ばれたことを知りました。 

この方の研究は「地球の気候と地球温暖化に関する物

理モデルへの貢献」が受賞理由となっております。太陽か

ら地表に届いた熱を大気の循環がどの様に作用するかを

分析するモデルを開発。Co2濃度が 2倍になれば、気温が

2～3 度上昇する計算式を定義された。当時コンピュータ

ーのない時代から地道に研究を重ねてこられたんですね。 

今年からロータリークラブは、新たな重点分野を追加

しました。「環境の保全と保護」です。 

今年度ロータリー奉仕デーに於いても海のゴミ海岸美 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

化など取り組んでおります。地球温暖化の問題は地球規

模で取り組まなければなりません。気候の変化に少しず

つ気が付き、色々な産業に影響が出ております。 

真鍋さんの受賞は私達に大きな影響を与えることにな

ると思います。 

 岸田内閣で本県から古川禎久衆議院議員が法務大臣に

入閣されました。3度目の挑戦で 20年程前に紹介されま

した。目が輝き、政治思想を持ち、話に引き込む力を持ち

合わせておられました。平成 15年初当選、青年局長や政

務官、財務副大臣を歴任、都度彼の話や演説を聞いてぶれ

ない政治家だと思います。私は総理大臣の器と信じてお

ります。 

 最後に、大リーグの大谷翔平選手です。挑戦 4年目 46

本塁打、投げて9勝、ベーブルースの記録には 1勝足りま

せんでしたが素晴らしい活躍でした。イチロー選手以来

のMVPを期待しています。 

 10 月は『経済と市域社会の発展・米山月間』です。ま

た、ガバナー公式訪問の予定です。10月28日は100％例

会出席を達成しましょう。 

 岩本会員のお嬢様が県の陸上新人戦で優勝されました。

おめでとうございます！ 

 黒木敏之町長が多忙の中、例会に参加頂きました。感謝

申し上げます。 

今日も素敵な一日になりますように。 
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第 2178 回 令和 3 年 10 月 14 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

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』 

10月の月間テーマ  

  経済と地域社会の発展月間・米山月間 

７．ＢＯＸ披露 

８．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  

   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 

 

本日の例会案内  

＊血圧測定 

＊公式訪問前のクラブ協議会―田島ガバナー補佐 

＊例会終了後パスト会長会開催 

 

 

 

 

 

次週例会案内；10月 21日（第 2179回） 

＊米山月間卓話―茂木 晃君 

＊会員卓話―長谷川 修身君 

＊例会終了後プログラム委員会開催 

第 2177回 例会内容（10/7） 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



■幹事報告＜文書案内＞   副幹事 岩切  洋 君 

＊赤い羽根共同募金街頭募金 

 活動の協力のお願い 

＊ガバナー補佐経験者連絡協 

議会の開催について 

 日時 2021年11月18日 木 

  場所 ホテルニューウェル 

シティ宮崎1階 

 会費 5,500円 

 

＜理事会報告 2021.10.7＞ 

1.パスト会長会開催の件 

   2021年10月14日（木）例会終了後に開催 

2.ZOOM例会の件 

   ZOOM例会への参加は当クラブ会員のみとし、 

当日の例会出席数に入れる。 

 

 

❤月初めのセレモニ（10月）❤ 

お誕生日おめでとうございます❣ 

 
        岡部君  長谷川君 黒木君 図師君 

 

 結婚記念日おめでとうございます❣ 

      
      中武功見君  長濵 博君 

 

■雑誌紹介 

広報雑誌 IT委員長 中島 幸浩君 

  

  

■クラブ研修卓話 

 副委員長 岡島 達雄 君 

2000-2005那覇東ロータリークラブでの体験 

例会場は国際通りに面す

るホテルの 2 階、喜納昌吉

とチャンプルーズのライブ

カフェのあるビルの近く。

例会は木曜日12時半から 1

時間、創立は今年で55年、

会員数 40-45 名。ピアノの

生演奏もありました。ここ

までは我がクラブとよく似

ています。 

このクラブは,東京北部60クラブと沖縄10クラブで構

成される2580地区。７年に1回ガバナーなどの役が回っ

てきます。一人当たりの県民所得が我が国最高の東京と

最低の沖縄が同じ地区ということ。そのせいではないか

もしれませんが年会費は名古屋と同じくらい。 

 入会して間もなく PETS（会長エレクト研修セミナー）

のスポンサークラブに那覇東クラブが当たりました。80

人近くのエレクトやパストガバナーが参加されました。 

 私は高校生対象の青少年交換プログラムに関する座談

会の文書化を担当。そこでの話題に驚き。来日する高校生

の門限,喫煙飲酒ドラグなどの指導、先方地区との連絡調

整などでした。 

 毎週ではありませんが   LOTTERY （くじびき）があ

りました。目的によってハッピーロッタリーとかチャリ

ティーロッタリー。例会場に入るとき200円か300円（ 米

国でも2ドルか3ドル）でくじを購入,会終了時に当選者

の発表があります。当たりくじを決めるのはゲストなど

当日のキーマン。だいたい半金が当選者にわたります。残

りはスマイルボックス。当選者は、この日はボックスに入

れないのがルール。 

 京都のクラブに所属する方が、毎週のようにメークア

ップに来られていた。近くにある県立芸大の先生。今考え

てみると、おいしいランチとゆんたく（会話）を楽しみに

来られていたのか？退役海兵隊員で当時セントルイスに

住む米国のロータリアンがご夫妻でメークアップに来ら

れた。沖縄時代はよかったと。普天間に近いクラブだから

こそか。 

 月一回木曜日に悠遊会というのがありました。楽しい

会です。昼間は例会ですから、この日は二回集まります。

例会より出席率がよかった。ロータリアンは全員、他に退

会者もメンバーです。そういう意味ではプロバスクラブ

も兼ねているのでしょうか？入退会式は例会でしますが、

歓送会は悠遊会です。沖縄に昔からある互助組織の「模合」

がモデルとか。悠遊会の会費は高めでしたが何かあった

時にはそれ以上の配当がありました。 

 最後は「安里屋ユンタ」で締めるつもりでしたが、この

原稿を準備しているときに「友」の 9月号を目にすること

になりました。縦組み最初に 門脇 厚司 氏の「社会力育

てが人類社会を救う」があります。その 7ページの持続と

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



開発の矛盾という項をおよみください。現代の矛盾を解

決できるのは「社会力」 ロータリーの出番です。 

 前回の例会でリモートでご紹介くださった広報雑誌イ

ンターネットの中島幸浩委員長に感謝。  

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

■ＢＯＸ披露    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】結婚記念祝いのお 

   返しとして。今月もよろ 

しくお願い致します。 

【茂木晃君】米山月間に因んで。 

【黒木敏之君】誕生日祝いのお 

   返しとして。 

【井上博功君】誕生日のお祝い 

   のお礼として。ありがとうございます。 

【図師義孝君】誕生日お祝いのおかえしとして。 

有難うございます。 

【中武泰一郎君】40年前の今日、店の設立登記をしまし 

た。年月は重ねましたが、実りの秋を迎えることは 

いまだにありません 

【中武功見君】本日は誠に有難うございます。夫婦ともに 

お世話になり心より感謝申し上げます。 

【岡部由紀子君】誕生日祝いのお礼として。長い自粛生活 

も明け心機一転頑張りたいと思います。 

【岩本正志君】先日は母の葬儀に際して香典、献花を頂き 

   ありがとうございました。また、忙しい中参列して 

   下さった方々には重ねてお礼申し上げます。 

 

 

■出席報告       出席委員長 河原 好秋 君 

 

出席状況（10/7） 

会  員  数 40 名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 85.00％ 

修正出席率 87.50％ 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピアノ演奏 森幸子さん 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

宮崎県中部グループ IM（都市連合会）案内 

※入会３年未満の会員は義務出席です。 

 全員登録ですので多数の参加をお願いします。 

 

日 時 令和3年10月23日 (土)13：00～受付 

場 所 シーガイアコンベンションセンター4 階「樹葉」 

テーマ 「 女子エンパワメント 」 
13：30   開会宣言 

点鐘  

国歌・ロータリーソング 

主催者挨拶 

来賓挨拶 

ガバナー挨拶  

ホストクラブ会長挨拶 

  14: 00    基調講演 

         「日本における女子社会進出」 

          宮崎大学前副学長 伊達 紫  

（宮崎アカデミーRC） 

  14：30  休憩 

    14: 40  パネルディスカッション講演 

          女子エンパワメントの課題 

          女子ロータリアンとして 

          外国人から見た日本人における 

             女子の社会進出 

  15：50  講評 

  16：00  閉会宣言・点鐘 

 

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 

 

    
           理事会開催 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

本日の食事 

 

 

テーブルのお花 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


