
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☆会長の時間        会長 長濵  博 君 

皆様こんにちは。 

今日も素敵な生のピアノ

演奏に、ソングリーダー多

賀委員長の昔懐かしい童謡

をチョイスして頂き例会が

スタート致しました。高鍋

ロータリークラブの良さで

すね。 

 先程、柴垣さんに卓話を

お願いしましたら、「おーいいよう」と二つ返事でした。 

ＳＡＡの平山先生、血圧測定で奉仕下さる茂木先生、本

当に素晴らしい先輩方が率先垂範してくださる事、あり

がたいと感じております。 

先日、幹事と次年度ガバナー補佐の藤本先生と中部グ

ループ会長幹事会に出席しました。コロナ過でも例会を

休会しないクラブが 2 クラブある事、職業奉仕賞などメ

ディアに紹介して頂いた事案など、情報共有したところ

です。当クラブは塩月桃甫の上映会を西都クラブと共催

した事を報告させて頂きました。ウクライナ支援金につ

きましては、会員一人1,000円で承認を得ました。 

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

さて、今日はお二人の会員卓話となっております。期待

しております。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＞ 

＊地区研修・協議会のリモート 

方式追加の案内 

次期会長会議は中止 

 本会議はZOOMのハイブリッド 

 方式 

  10：00～15：00 

 

 

☆会員卓話            青木 善明 君 

 皆さんこんにちは。 

本日はよろしくお願いい

たします。 

私は平成２３年６月１６

日に入会させていただきま

した. ロータリーアン仲間

の皆様に支えていただきな

がら、本当に早いもので今年

で１１年になります。 
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第 2203 回 令和 4 年 4 月 21 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』 

4月の月間テーマ  

「母子の健康月間」 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．委員会報告    

９．点   鐘 

10． 

11．  

  

 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング  

   我らの生業 

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    

＊早朝例会＆ロータリー公園清掃 

  7：00～8：00 

       ＜担当＝職業奉仕委員会＞ 
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例会休会案内；4月 28日及び 5月 5日は休会 

次回例会案内；5月 12日（第 2204回） 

＊血圧測定   ＊米山ランチ BOX 

＊月初めのセレモニー   ＊雑誌紹介 

＊PETS報告・地区研修協議会報告  ＊理事会 

第 2202回 例会内容（4/14） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



まだまだ新型コロナウィルス感染症の収束が見えない

中、コロナ禍での生活も３年目に入り、暮らしの環境が大

きく変わってきました。行動にも自粛や制限される中で、

誰もが少なからずストレスもあり、心身ともに、健やかに

過ごせていくことの大切さが、私たち一人々の幸せへと

つながる願いではないかと思います。 

ウクライナでは、政治的目的のために、何も罪のない市

民の命が奪われています。連日の報道で、悲しみや恐れで

だんだんと心が重くなっています。国内外の避難民は、 

１千万人を超え、人道危機の凄惨(せいさん)な光景が眼

の前に広がっています。そんな中、今週の４月１２日は東

京大学の入学式が日本武道館で行われ、映画監督の河瀬

直美氏が来賓として出席し祝辞の中でウクライナの軍事

侵攻に言及し、波紋を呼んでいます。高鍋町議会でも今定

例会会期中の３月１１日に「ロシア政府のウクライナ侵

略に強く抗議し、恒久平和を求める」決議文を全会一致で

採択いたしました。一日も早い平和的解決を心から願っ

ており、只々祈るばかりです。 

今年の１月２４日、高鍋町と姉妹都市になる山形県米

沢市の友人の奥様より、１枚の葉書が届きました。“寒

中お見舞い申し上げます、年頭のご挨拶をいただきまし

て有り難うございました。昨年１２月１７日に夫、文雄

が永眠いたしました。ご通知が遅れましたことをお詫び

申し上げますとともに故人との生前のご交誼に深くお礼

申し上げます-----”という内容のお便りでした。突然

の友人の訃報の知らせに、ただ驚きとショックで頭の中

が真っ白になりました。その友人との出会いは姉妹都市

文化交流で「高鍋城灯籠まつり」に、米沢市から来られ

た時に、ご縁があり、郵便局長を退職された記念に初め

て交流の深いこの町に来ていただきました。議員１期目

の時に私の隣の席に座られお酒を酌み交わしながら、話

が盛り上がり、同じ年齢と聞いてなお更、親しみを感じ

初めて会ったとは思えないほど、お互い意気投合しまし

た。それ以来、毎年の年賀のやり取りや１年に一回、特

産品である山形のさくらんぼ等を送っていただき、私は

宮崎のポンカン等を送るようになりました。私が議員２

期目の出張で米沢市での姉妹都市議員交流で、行ったと

きは宿泊のホテルまで訪ねて来てくれ、久しぶりの再会 

に話が尽きませんでした。歴史と文教の地である高鍋町

がとても気に入っていただき「もう一度、ゆっくり訪ねて

みたい」「是非おいで下さい、お待ちしております」そん

な会話の約束は、この地での再会が叶わぬまま、旅立って

逝った友人の穏やかな顔が浮かんで来ました。後日、手紙

と一緒にお悔やみをさせていただき、電話で奥様とお嫁

さんと話す機会がありました。友人夫妻の新婚旅行は宮

崎で青島や日南海岸を観光されたお話をされ、お嫁さん

はホッケーでも有名な天理大学出身で、米沢商業高校の

時、高校総体で宮崎に来られたことがあり、ホッケーの強

い「高鍋高校」を良く知っていますと話され、不思議な繋

がりに家族の親しみを感じさせていただきました。人生

には“出会いと別れ”があります。高鍋と米沢の歴史が二

人の絆を結んでくれたのでしょうか-----、こんなかたち

での別れは、切ない寂しさを感じます。時代は昭和、平成、

令和と移り時の流れ行く中で、私は、この年齢になって改

めて「命の尊さ」をしみじみと感じ、感慨無量になり、「人

の幸せとは何か」と、日々の過ぎ去って行く生活の中で深

く考えさせられるようになりました。人、それぞれに「幸

せの価値観」は違いますが、コロナ禍での私たちの生活環

境や経済状況も大きく変わってきました。こうして、毎週

ロータリーの仲間と顔を合わせることができることも、

社会活動の中でできる「奉仕の心」で仲間同士の人と人と

の大切な繋がりでコミュニケーションのできる楽しみの

場でもあります。“元気に暮らせること”そんな何気無い

日常生活が「幸せの礎」であり、考え方次第で前向きに「生

きがい」をもって生きて行ければ、年を重ねても長い人生

の中で無駄はないと思うようになりました。友好クラブ

であります米沢上杉ロータリークラブは来年創立６０周

年を迎えられますが、５５周年には中武君と坂田君と３

人で一泊２日で出席させていただき、帰りの新幹線の中

で私は次期会長を受諾したことを思い出しました。 

議長とロータリークラブ会長の責任ある大役は，両立

できるのだろうかと計り知れない不安で眠れない夜もあ

りましたが、「やるしかない」と腹に決め、妻の反対も押

し切り、ロータリーアンの仲間である皆様に、本当にお世

話になりながら支えていただき、無事にロータリークラ

ブ会長の大役を終わることができました。その経験は自

分自身の「心の器」を一回りも二回りも大きくしてくれま

した。長い人生の中で悩み苦しむこともありますが、「勇 

気」ある行動の実践は、エネルギーを要しながらも、踏み

とどまることより、自分を信じて一歩を前へ進むことに

より物事の結果が大きく変わっていくものだと思いまし

た。「人の宿命」は変えることができませんが「人の運命」

はその人の生き方と努力によって変えることができます。 

これまで自分が歩いてきた道を振り返る自分よりも、

残された人生の中で、自分を支えてくれた家族、友人、仲

間たちに「感謝」しながら、一日々を大切に明日に繋がる

「夢」に向かって生きていきたいと思います。 

来年の米沢上杉ロータリークラブ創立６０周年には出

席することができ、亡き友人のご霊前にお参りさせてい

ただくことを願っております。これからも、議員として、

私たちひとり一人が「この町に住んで本当に良かった」誰

もが「この町に住んでみたい」と心から思える、希望に満

ちた「豊かで美しいまちづくり」に、政策の議論を重ねな

がら、未来へと繋いで行けることに全力で取り組んで行

きます。これで、私の卓話を終わらせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

  

雑誌紹介 

広報雑誌IT委員長 

中島幸浩君 

 

https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%B2%B3%E7%80%AC%E7%9B%B4%E7%BE%8E&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E6%B2%B3%E7%80%AC%E7%9B%B4%E7%BE%8E&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E4%BE%B5%E6%94%BB&fr=link_kw_nws_direct
https://search.yahoo.co.jp/search?ei=UTF-8&rkf=1&slfr=1&qrw=0&p=%E8%BB%8D%E4%BA%8B%E4%BE%B5%E6%94%BB&fr=link_kw_nws_direct


 

   

ピアノ演奏 森幸子さん 

 

  

 

 

☆ＢＯＸ披露    親睦活動委員長 福岡 直樹 君 

＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞ 

【福岡直樹君】誕生日のお祝い 

  のお礼として 

【岩切洋君】結婚記念祝いの 

  お礼として。 

【藤本範行君】観桜会がなくな 

  り残念ですね～。準備され 

ていた方々ご苦様でした。 

本日は青木君の卓話を楽しみにしています。 

 

☆出席報告       出席委員長 河原 好秋 君 

 

 出席状況（4/14）      

会  員  数 41 名 

出 席 会 員 数 34名 

ホーム出席率 87.18％ 

修正出席率    ％ 

 

 

 

 

４月・５月の例会案内  

４月２８日（木）特別休会 

５月 ５日（木）祝日休会（こどもの日） 

５月１２日（木）月初めのセレモニー・血圧測定・ 

PETS報告・地区研修・協議会報告 

米山ランチ BOX・雑誌紹介・理事会 

５月１９日（木）明倫賞授与式・プログラム委員会 

５月２６日（木）会員卓話・100万㌦ランチBOX 

 

 

 

 

第15回高鍋ロータリーカップ 

タグミニラグビー大会 

 

   日時 2022年5月15日（日） 

        9：30～15：10 

    

場所 小丸河畔運動広場 

 

※多数のご参加をお願いします。 

 

 

地区大会のご案内 

５月２０日（金）地区大会（親善ゴルフ大会） 

 ・長濵会長・川上幹事・野添会長エレクト・橋口君 

５月２１日（土）地区大会（都城市ホテル中山壮） 

  １２：００～１７：３５ 

  記念講演＝橋下 徹 氏 

 ・会員１２名登録申込 

 

 

 

   

  卓上の花         本日の食事 

 

 

 

 

   

ソングリーダー  多賀学昭君  

 

 

 


