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本日の例会案内
＊セレモニー＆会員卓話―石井秀隣君
＊会員卓話―中武泰一郎君
＊例会終了後プログラム委員会

第 2197 回 例会内容（3/10）
☆会長の時間
会長 長濵
博 君
皆様、お久しぶりです。
皆様にお会いできて大変う
れしく思います。当初 2 月 10
日までの休会の予定でした
が、感染拡大が懸念され、
「ま
ん延防止の延長」に伴い３月
３日までの長きにわたり休会
となってしまいました。
2 月の
平和と紛争予防／紛争解決月
間には、第５航空団司令講話を予定しておりましたが、延
期となりました。残念でなりません。
今、最も懸念されるのは、ウクライナへロシアの侵攻
「戦争」です。世界平和を願い、戦争を永久にしてはなら
ない日本も他人事ではありません。
武器を使わない経済制裁で何とかプーチンの行動を抑
止しようと、対策しておりますが、停戦の話し合いに結論
は出ません。1 日も早く終結させなければなりません。私
たちは出来る支援を行って参りたいと思います。
今日は、石井先生が「画業７０周年記念展覧会」のため
欠席です。１３日まで県立美術館で開催中です是非とも
ご覧ください。

長 濵

博
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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』
3 月の月間テーマ
「水と衛生月間」
次週例会案内；3 月 24 日（第 2199 回）
＊会員卓話―黒木敏之君
＊100 万㌦ランチ BOX

今月は水と衛生月間です。明日で 11 年目となります
3,11 東日本大震災の福島原発事故の汚染水処理が話題と
なっております。海洋国家と言われる日本。海の大切さ、
守る義務を認識して、2730 地区宮崎中部グループはロー
タリー奉仕デーの６日に廃プラスチック類の海岸清掃活
動を実施されました。
私たち高鍋クラブは海水浴場のある、蚊口浜を例年に
ならい他の団体と連携して行いたいと思います。本日は
田島ガバナー補佐にお出で頂きました。後ほどお話を伺
います。宜しくお願い致します。
それでは楽しい 1 日でありますように。

☆幹事報告
幹事 川上 幸子 君
＜文書案内＞
＊ヒューストン国際大会参加
登録数報告のお願い。
＊2730 地区 RYLA 参加者依頼
日時 令和 4 年 5 月 28 日 土
場所 西都市妻
ホテルプリムローズ西都
＊地区大会開催のご案内
日時 令和 4 年 5 月 21～22 日
場所 都城市ホテル中山荘

＜理事会報告 3.10＞
1．町立図書館への「企業雑誌スポンサー」お願いの件
年間約 12,000 円 承認
2．米沢上杉 RC 創立 60 周年記念式典・祝賀会のご案内
＜日程令和 5 年 5 月 13 日＞
次年度で改めて参加者を募る事で承認
☆環境保全に関して ～海岸清掃活動を中心に～
ガバナー補佐 田島 直也様
皆さん、こんにちは。
コロナまん延防止措置法は、約 5 週間ぶりに解除になり
ました。しかしまだまだ、予断は許さない状況です。
世界に目を向ければ、ロシア・ウクライナの紛争が始ま
っていて、先日の運営委員会ではガバナーは戦時下の地
区のロータリアンの事を大変心配されていました。
さて、中部グループ内では個々のグループが参加とい
う形で 3 月 6 日ロータリーデーの清掃活動が行われまし
た。参加して頂いたクラブの皆さまにお礼を申し上げま
す。お申し込みが 10 クラブ 120 人余りという事で、2730
地区で最も多かったのではないかと思います。従って、こ
の清掃活動についてお話させて頂こうと思います。
海岸美化清掃は、先進団体として公益財団法人かなが
わ海岸美化財団が平成 3 年神奈川県と相模湾沿岸 13 市町
に設立され海岸 150 ㎞を対象に海岸清掃を専門とする唯
一の公益財団で、
・海岸清掃事業（委託業者）・海岸パトロール
・ビーチクリーナー・美化啓発事業を行っています。
活動には多くのボランティアが参加し、平成 27 年以降
は年間 16 万人以上のボランティアが活動しています。
宮崎県としては、平成 21 年海岸漂着物処理推進法が施
行され、海岸漂着物の円滑な処理、海岸の環境保全・再生
を目的とし、
平成 30 年改正ではプラスチックごみの対応、
マイクロプラスチックの対策が行われるようになりまし
た。国際ロータリークラブ 2820 地区の新井和雄ガバナー
は、地球環境の危機には環境保全との見解から植樹（地球
温暖化の抑制）海岸清掃を進めています。
グローバルな環境として、
①地球温暖化
②気候変動
③オゾン層の破壊
④酸性雨
⑤塩害
⑥森林破壊 ⑦海洋汚染
⑧水質汚染
⑨人口爆発
⑩食料問題
⑪ごみ埋め立て問題
⑫土壌汚染
⑬エネルギー問題
他等があり
海洋汚染としては、①海洋ごみ ②船やタンカーから
漏れた油
③工場排水・生活排水等の問題があります
が、対策としてプラスチックごみを出さない、海や川のご
みを拾う等のボランティア活動が上げられます。
（参加）
COP26（国連気候変動枠組条約国会議 1995～）の 2021
年 11 月のグラスゴーの会議では、2030 年気候上昇 1.5℃
未満を目標にしていますが、各国が削減しても世界の気
候は、2.7℃以上、上昇するのではとの危惧がもたれてい
ます。私たち、ロータリアンとしても環境問題に強い関係
を持つべきと思います。

祝米山功労者長濵君 ＆ ポールハリスフェロー橋口君

❤月初めのセレモニー2 月 3 月のお祝い
誕生日祝
酒井君・関君
結婚記念祝
河原君・阿多君・
青木君・曽我部君

☆ＢＯＸ披露

親睦活動委員長 福岡 直樹 君

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞

【長濱博君】田島ガバナー補佐をお迎えして。本日も宜し
くお願い致します。米山功労者表彰ありがとうござ
いました。
【川上幸子君】２か月ぶりに皆様とお会い出来て、とても
ハッピーなです。世界中が平和になりますように。
【河原好秋君】結婚記念祝いのお返しとして。
【藤本範行君】久し振りの例会。楽しみに出席しました。
本日は田島ガバナー補佐、
生駒様ようこそ高鍋 RC へ。
ご指導を宜しくお願いします。
【坂田師通君】田島ガバナー補佐をお迎えして。
本日はよろしくお願いします。
本日は東京大空襲の日です。ウクライナのことも考
えながら祈ります。
【野添勝久君】高鍋ロータリークラブの例会再開と皆さ
んとの再会を記念して。
【青木義明君】結婚記念のお祝いありがとうございます。
コロナ過で生活環境が大きく変わりましたが、こう
してお祝いして頂くことに暖かい温もりを感じてい
ます。
「桜咲く人で咲く 桜人なしでは生きられない」
こんな言葉が浮かんできました。
【酒井義之君】2 月の誕生祝ありがとうございます。

☆出席報告（3/10）
出席委員長 河原 好秋 君
会
員
数
41 名
出席会員数
32 名
ホーム出席率
80.00％
修正出席率
90.00％

