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令和 3 年 10 月 28 日プログラム

１．点 鐘
２．ロータリーソング
それでこそロータリー
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．新入会員入会式
９．ガバナーアドレス
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＜ガバナー公式訪問＞
＊新入会員入会式
甲斐宏昌君
＊井福博文ガバナーアドレス
＊クラブフォーラム
＊100 万㌦ランチ BOX

第 2179 回 例会内容（10/21）
■会長の時間
会長 長濵
博君
皆様こんにちは。
コロナ感染も収まり日常
が戻りつつありますが皆様
の生活は如何でしょうか？
総選挙も宮崎1 区は激戦と
なっております。ロータリー
クラブで選挙の話はタブー
と言われておりますので、個
別の話は控えますが鍋校Ｏ
Ｇが出馬されておりますか
ら盛り上がっているのではないかと思います。
昨日は佐土原ロータリークラブの例会に川上幹事と行
って参りました。太田会長から素晴らしい講師を外部卓
話に招いているからとお誘い頂きました。佐土原ご出身
の竹森信行様の講演はとても興味深い話で、ご苦労の末
勝ち取った事例発表でした。機会があれば高鍋でもと…
幹事がアプローチをしてくれました。
さて、来週はいよいよガバナー公式訪問です。
通常例会の後クラブフォーラムとなります。
100％出席例会です。よろしくお願いいたします。

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』
10 月月間テーマ
経済と地域社会の発展月間・米山月間
次週例会案内；11 月 4 日（第 2181 回）
＊夜間例会
点鐘 18：30
＊親睦会（観月会）＆新入会員歓迎会
場所＝花いちもんめ

冒頭、選挙の話をしましたが、宮崎 1 区で代議士 3 人誕
生論を考えました。拮抗した選挙です。
無所属候補を小選挙区の当選者にして、自民党公認候
補、立憲民主党公認候補を比例区との並立制を活かして
惜敗率で 3 人の当選者を出せるのではないでしょうか？
ちょっと悩みというか分からない事聞いて下さい。
最高裁・裁判官の国民審査について、任命された裁判官
が職責にふさわしいかを有権者が投票する制度です。何
を基準に評価するのか、有効投票のうち「×」が過半数の
裁判官は罷免される、何も記入しなければ信任とみなさ
れる、「✕」以外の記入は全て無効だそうです。“今まで
誰も罷免された事はありません”（藤本先生の声）
そうですね 1949 年以降 72 年間罷免された裁判官はゼ
ロだそうです。意味があるのでしょうか？この時期にし
か考えない案件でした。
最後に…先週ゲストにお呼びした、甲斐宏昌様理事会
で入会の承認を頂きました。
皆様のご承認をお願いいたします。（拍手）ありがとう
ございました。
ガバナー公式訪問例会で入会式を行いたいと思います。
今日も楽しく素敵な１日でありますように。
＜持ち回り理事会 10.21＞
1.甲斐宏昌様の入会の件
承認

■幹事報告
＜文書案内＞
＊山ノ内ガバナーエレクトよ
り 2022-2023 年度地区役員
就任について（依頼文書）
＊地区部門長・委員長会議

幹事 川上 幸子 君

■会員卓話
長谷川 修身 君
サブリアンシャリズキカアクバル君ありがとう
彼の目標、夢は大学教授にな
ることでした。インドネシアか
らまったく文化や、言葉の異な
る日本に来て大変苦労したと
おもいますが日本での生活は
楽しいと話していました。
また、米山奨学生に選ばれた
ことを感謝し勉学に励んでい
ました。月に一度の彼の例会で
の報告を楽しみにしていた会員も多かったと思います。
彼の、最後の挨拶はとくに感動したのではないでしょ
うか、
【私は奨学生に合格したことを決して忘れません。
この、ロータリーピンを受け取ったことを決して忘れま
せん。石田カウンセラーとの出会いを忘れません。夏は来
ぬと上を向いて歩こうを一緒に歌ったことを私は忘れま
せん。ここに立って短いスピーチをしたときの気持ちを
決して忘れません。博士号を取得するためには、米山ロー
タリー奨学金と高鍋ロータリークラブからの支援が非常
に重要であったことを忘れません。私はすべてを決して
忘れません。】
サブリアンシャリズキカアクバル君博士号取得おめで
とう。私たち高鍋ロータリークラブ会員は決しあなたの
ことを忘れません。誇りに思います。

■米山月間卓話
茂木
晃 君
毎年１０月は米山月間です。
１９５２年東京 RC が日本で
最初に東京 RC を設立して初代
会長になった米山梅吉氏の功
績を記念し米山記念構想を創
設した。
１９６７年
「ロータリー米山
記念奨学金」を設立し、日本の
大学、
大学院に在籍している外
国人留学生に奨学金を支給（国際理解と親善に寄与する
ことを目的とした国内最大の民間奨学団体となった。
これまでに支援した留学生は２万２千人以上。
２７３０地区は２０２１年１６名、２０２２年１４名
の予定。寄付の種類
１）普通寄付金：各クラブで決めた金額×会員数を年２
回に分け納入する（２０２０年度：平均４，８６５円）
２）特別寄付金：個人、法人、クラブから任意の寄付金で
金額は自由、一定金額に達すると表彰制度があり、税
法上優遇措置がある（２０２０年平均１０，６５１円）
・世話クラブとカウンセラー制度（１９７１年）
２７３０地区は大学院生を採用、２年間月１４万円。
受給生は毎月 1 回例会出席が原則。
・米山学友
米山学友は、インターアクト、ローターアクト、青少年
副 SAA 中武泰一郎君
副幹事 岩切洋君
交換学生、RYLA などロータリープロの参加者。
１０月号ロータリーの友に学友で信州大学教授で世界
■ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 福岡 直樹 君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
で初めて超極細繊維「ナノファイバー」の量産に成功
不織布マスクなどの実用化に成功した記事やアメリカ
【茂木晃君】
の女性でガバナーになった学友の記事が出ている。
10 月 24 日世界ポリオデー
に因んで。
１１月の例会プログラム
11/4 2181 回 夜間例会＆親睦会・新入会員歓迎会
11/11 2182 回 血圧測定・米山ランチ BOX
月初めのセレモニ・財団月間卓話―井上君
会員卓話-桑野君・例会終了後理事会開催
11/18 2183 回 外部卓話―高鍋高校校長 篠田俊彦様
例会終了後プログラム委員会開催
11/25 2184 回 広報雑誌 IT（My Rotary）―中島君
会員卓話―多賀君・100 万㌦ランチ BOX

■出席報告

出席委員長 河原 好秋 君

出席状況（10/21）
会
員
数
40 名
出席会員数
32 名
ホ ー ム 出 席 率 82.05％
修正出席率
84.62％

