
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☐会長の時間        会長 野添 勝久 君 

皆さんこんにちは。 

９月８日は白露です。 

白露は季節の変わり

目を表す二十四季節の

ひとつで、定気法にて太

陽黄経が１６５度のと

きと定義されており、 

２０２２年は９月８日

が「白露」に該当します。 

９月の初旬を過ぎた

辺りから大気が冷える、夜間の気温が下がる傾向がはっ

きりと出始め、大気中の水蒸気が朝日の出るころに露と

なり、太陽光の当たり方によっては露が白く見えること

からその名がついています。ここで聞きなれない太陽黄

経が１６５度なんて出てきます。 

調べました。『太陽が天球上を通る経路（黄道）を等角

に分断した座標。特に春分点を座標ゼロとして３６０度

に当分したものを言う。』と出てきます。暑さ寒さも彼岸

までと言います。地球温暖化で少しは変わると思います

が、やがて涼しい良い季節となります。 

特に涼しくなればインフルエンザやコロナも気になる 
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ところですが、先週の理事会で歯車会を10月1日に決定

いたしました。場所は座論売ＧＣ、8 時 28 分スタートで

す。河原さん、岩村さん、図師さん、皆さん、体調管理と

ショットコントロールを整えて心待ちに高鍋歯車会ゴル

フコンペの優勝に向けてご準備ください。 

又、理事会には、新入会委員候補者推薦状も出して理事

会の承認も頂きました。入会のアタックは私がしました

が、仕掛け人は橋口ＳＡＡです。 

候補者は川南町の寿司・宴会ほていのマスターの河野

仁延さんです。「仕事柄、昼食時間にはあまり出席できな

いかも」と言われましたが、理解してもらいますよと勝手

に返事して入会の了解をもらいました。彼は川南ライオ

ンズクラブのメンバーでもあります。会員の皆様方のご

審議を宜しくお願いします。 

昨日、新聞紙面1面にイギリス、ジョンソン前首相の後

任となる新首相にエリザベス・トラス氏が任命と大きく

報道されました。サッチャー元首相、メイ前首相に続き英

史上 3 人目の女性首相となります。ドイツのメルケル前

首相やスコットランドのニコラ・スタージョン首相、台湾

の蔡英文大統領や、ＲＩ会長のジェファニー・ジョーンズ

さん等々女性指導者が沢山活躍しています。今後日本も

様子が変わっていくものと思います。 

我が高鍋ロータリークラブも川上さん、阿多さん、岡部

さんが夫 1々人ずつ、後3人頑張れば目標の女性会員13％

が達成しますよ、頑張ってくださいね。 
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高鍋ロータリークラブテーマ 

『無理なく、居心地の良い楽しいクラブに』 

第2730地区ガバナー      山ノ内 文 治 

中部グループガバナー補佐    藤  本 範 行 

RI会長テーマ 『想像してください。 

私たちがベストを尽くせる世界を。』 

第2730地区テーマ 『知力を高め 未来に繋げ 

多様性あるロータリークラブの実現に』 

9月の月間テーマ  

基本的教育と識字率向上月間 

 

７．ＢＯＸ披露 

８．委員会報告  

９．外部卓話 

10．点   鐘  

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  

 ＊外部卓話―黒木俊一様・岩佐茂登子様 

     演奏＝＜カルロス＆アンジェリーナ＞ 

 ＊ポリオ BOX  ＊例会終了後プログラム委員会 

 

＊ポリオ BOX  ＊例会終了後プログラム委員会 
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次週例会案内；9月 22日（第2222回） 

 ＊外部卓話―高鍋警察署長 室屋利春様 

 ＊ポリオ BOX   

 

 

第 2220回 例会内容（9/8） 

 
 

 

 

 

 

 

 



本日の記念日や新入会員の報告と会員増強のお願いを

しまして、会長の時間を終わります。 

本日もロータリーをお楽しみください。 

 

☐幹事報告＜文書案内＞     幹事 石田 喜克 君 

＊宮崎アカデミーロータリ 

ークラブより「アフガニス 

タンの現状」コロキューム 

 開催案内（10/22〆切り） 

 日時 2022年10月30日 

    13：00～15：30 

 場所 宮崎大学創立330 

    記念交流会館 

 

☐会員卓話            中武 功見 君 

我が職業とロータリー精神 

先月、クラブ研修委員会の

岡島委員長から、委員会の活

動計画にある「我が職業とロ

ータリー精神」と題する卓話

を年数回行うので、まずは私

からということで喜んで引

き受けさせていただいた次

第です。ただ、「我が職業と

ロータリー精神」と題目をい

ただいたものの、「我が職業」と「ロータリー精神」をど

のように結びつけようかと、はたと困り果てました。 

そこでまずはロータリーをしっかり復習するとして、

世界三大ボランタリーチェーンで比較しながらそのヒン

トを見出そうと考えました。三大ボランタリーチェーン

の中心はやはりロータリーで、その歴史は1905年のアメ

リカ・シカゴでのポール・ハリスの設立まで遡りました。 

その頃から様々な職業人が集まって知恵を寄せ合い、

生涯にわたる友情を培うことのできる場として発展して

きました。一方、1905 年の日本はどうだったのかという

と、前年の1904年から始まった日露戦争の真っただ中で

あったわけです。日本においてロータリーが誕生したの

は、1920 年東京ロータリークラブでその歴史は 100 年を

超えています。 

 次に国際青年会議所（JCI）は、新しい社会をリードす

るにふさわしい人材育成を目的に、1915 年アメリカ・セ

ントルイスで誕生しました。ロータリークラブと比べて

最も大きな違いは、40 歳で卒業するという定年制度があ

る事です。 

 最後にライオンズクラブは、1917 年アメリカ・シカゴ

で誕生し、清掃活動などの地域に密着した活動から、世界

的な失明予防活動などのプロジェクトまで、よりよい未

来を築くために人々への奉仕活動に取り組んでいます。 

 ここで改めて「ロータリー精神」を定義しようとググっ

たところ、「ロータリー精神はロータリーの神髄をなすも

のです。それは目に見えない、手で触れる事も出来ない説

明しにくいものであります。けれどもこれがロータリー

の本質なのであります。それは偶然の接触を熱烈な友情

に変えてしまいます。また憂鬱な義務を感動を与える特

典にしてしまいます。ロータリー精神の存在する所には

自由があります。それは我々を偏見と偏狭な信念の束縛

から解放して、理解と同胞愛のきづなで結びつけま

す。・・・・・」余計混乱してきました。 

そこで、3つのテーマで考えてみました。 

RI 会長ジェニファー・ジョーンズ氏のテーマは「イマ

ジン・ロータリー」、2730 地区山ノ内ガバナーのテーマ

は「地力を高め 未来につなげ 多様性のあるロータリ

ークラブの実践に」、高鍋ロータリークラブ野添会長のテ

ーマは「無理なく 居心地の良い楽しいクラブに」とそれ

ぞれで、より一層混乱したところで行き着いたのが『職業

分類』でした。『職業分類』で私は、サービス業の弁当・

仕出しとなっています。もちろんこれはその通りで、仕出

し弁当の「ぐらんま亭」、古民家カフェの「ぐらんま茶寮」、

おにぎり専門店「ぐらんまデリ」を営んでいます。ただ、

我が職業の本質は福祉であり、障害福祉サービス業とな

ります。介護保険法が施行された2000年以前は、福祉は

行政や社会福祉法人等が福祉のおおむねを担っていまし

たが、介護保険導入後は株式会社等の営利企業の参入が

一部可能となり、措置制度から契約制度への大きな転換

となりました。その意味では今後、ロータリークラブの

『職業分類』のサービス業の中に、障害者福祉サービスや

高齢者福祉サービス、児童福祉サービスなどの新たなカ

テゴリーが追加されることを望んでいます。 

 当社、株式会社ダイバーシティひむかは、専ら福祉を行

う株式会社として主に障害をお持ちの利用者様と雇用契

約を結び最低賃金以上の給料をお支払いする、就労継続

支援A型事業所を運営しています。利用者様は30数名で、

別会社の(株)アーバンエチュードが運営する就労移行事

業所・就労継続B型事業所・生活訓練を合わせると50数

名の利用者様と一緒に働いています。さらに、相談支援事

業所では18人ほどの相談援助を行っています。グループ

で 7 か所の事業所を、蚊口地区に集約し地域と深くつな

がることができるように活動を行っています。 

 ところで、最近ロータリーでもダイバーシティという

単語が良く聞かれるようになりました。これは多様性と

いう意味で、ロータリーでも DEI（多様性・公平・包摂）

として知られるようになってきました。国際ロータリー

では、このDEIの行動規範として、「他者を尊重する言葉

を使う」・「サポートを示す」・「暖かく迎え入れるイン

クルーシブな環境を助長する」・「多様性を重んじる」を

会員に求めています。当社もこの行動規範に則り、福祉と

いう職業に活用して行きたいと思います。 

 

   高鍋RCゴルフコンペのご案内        

   日 時  2022年10月1日（土） 

           8：20スタート 3組 

   場 所  座論梅GC 

              （親睦活動委員会） 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



  

ZOOM会議の報告      市長表敬訪問報告 

財団委員長 井上君    ガバナー補佐 藤本君 

 

    

点鐘 野添会長    ソングリーダー 橋口君 

 

 

 

 

 

☐BOX 披露    親睦活動委員長 桑野 倫夫 君 

＜ニコニコ・財団・米山BOX＞ 

【岡島達雄君】遅くなりまし 

た。結婚記念祝を頂いて。 

  皆さんの健康を祈ります。 

 

 

 

 

□出席報告       出席委員長 長野 孝吉 君 

           

出席状況（9/8） 

会  員  数 42 名 

出 席 会 員 数 28名 

ホーム出席率 68.29％ 

修正出席率 75.61％ 

 

 

 

『メ－クアップしましょう』  

県内近隣クラブメ－クアップ会場 

出席委員会 

月 

宮崎南 宮崎観光ホテル西館8階 

宮崎東 ニューウェルシティー宮崎 

延岡東 ガーデンベルｽﾞ延岡 

火 

日向東 はまぐり荘 

宮崎 宮崎観光ホテル 

西都 あかのや 

宮崎アカデミー 宮崎大学地域デザイン棟 （第2・第4） 

都城北 都城ロイヤルホテル 

水 

日向中央 はまぐり荘 (第1・第3） 

宮崎北 宮崎観光ホテル 

都城西 ホテル中山荘 

佐土原 ワールドコンペンションセンターサミット 

木 

延岡中央 ホテルメリージュ延岡 

宮崎中央 ワールドコンペンションセンターサミット 

都城中央 都城大丸 

金 

宮崎西 宮崎観光ホテル 

日向 喜重会館 

都城 メインホテルナカムラ 

 

「ロータリーの目的」 

  

  ロータリーの目的は、意義ある事業の基礎と 

して奉仕の理念を奨励しこれを育むことにある。 

具体的には、次の各項を奨励することにある。 

  

第1.知り合いを広めることによって奉仕の機会 

  とすること。 

第2.職業上の高い倫理基準を保ち、役立つ仕事は 

  すべて価値あるものと認識し、社会に奉仕す 

  る機会としてロータリアン各自の職業を高潔 

  なものにすること。 

第3.ロータリアン一人一人が、個人として、また 

  事業および社会生活において、日々、奉仕の 

  理念を実践すること。 

第4.奉仕の理念で結ばれた職業人が、世界的ネッ 

   トワークを通じて、国際理解、親善、平和を 

  推進すること。 

  

 

 

四つのテスト  

    言行はこれに照らしてから 

     １、真実かどうか 

     ２、みんなに公平か 

     ３、好意と友情を深めるか 

     ４、みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

ピアノ演奏 森さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
本日の食事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


