
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

☐会長の時間        会長 野添 勝久 君 

皆さんこんにちは。 

 彼岸が過ぎてようやく

秋めいてきましたが日中

の日差しは相当に暑いで

す。お陰で太陽熱温水器

の温度はまだまだ滾って

いて遠慮なく熱いお風呂

にたっぷり浸かれます。 

・プロ野球はヤクルトが

25日神宮球場にてセリー

グ優勝 2連覇を成し遂げました。村上様が凄いですね。 

また青木宣親選手が活躍しているのも良いですね。 

ヤクルトの新たな黄金期、是非球団史上初となる2年

連続日本一を期待しています。 

・新型コロナウイルス関係も26日から全数把握の簡略

化が適用となりました。発症届の対象を、高齢者（65歳

以上）や基礎疾患で入院の可能性がある人、コロナ治療

薬や酸素投入が必要な人、妊婦の４類型に限定し、それ

以外は総数と年代別人数のみ把握する形となり、言えば

あとは各自自己責任での対応となるようです。更なる感

染拡大も懸念されますが、かつての新型インフルエンザ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   ＊ 

 

 

 

と同様の扱いになるのかも知れませんね。 

安倍晋三元首相の国葬が行われました。賛否両論あり

ますが、国外要人の弔問を蔑にはできないし、国の威信

もあるし、それでいて岸田首相のメンツや、支持率の低

下、円安は止まるところを知らないし、大変でしょう。

弔問外交？本当に岸田首相も大変だと思います。「岸田

さん本当に大丈夫かい」と言いたくなります。 

・本日より遡って50年前。1972年（昭和47年）9月29

日当時の内閣総理大臣・田中角栄は中華人民共和国国務

院総理・周恩来に招待され、毛沢東主席と中国にて日中

両国の諸問題について友好的な雰囲気の中、真剣かつ率

直に意見を交換し平和的友好関係を樹立すべく「日中共

同宣言」に署名したとあります。その中に「両国の主権

及び領土保全の相互尊重、相互不可侵、内政不干渉」と

「台湾が中華人民共和国の不可分の一部であることを理

解しポツダム宣言第八項に基づく立場を堅持する」と明

示されています。素人ながら思うと、それ忘れてますよ

ね、当事国は忘れてはいけない事ではないでしょうか。 

・女子バレーボール中国に負けました。完敗です日本も

よく頑張ったのに、中国は高身長、「身長別クラスがあ

ればいいのに」悔しいですね。 

・本日9月29日の語呂合わせ記念日は招き猫の日だそ

うです。（9）来る（29）福でこの日を中心に、伊勢の

「おかげ横丁」の招き猫まつり等各地で記念行事が開催

されます。ここで招き猫も二通りあるそうです。右手を
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第 2224 回 令和 4 年 10 月 6 日プログラム 

 

 

 

 

 

 

 

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』 

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．月初めのセレモニー 

８．ＢＯＸ披露  

９．委員会報告 

10．米山月間卓話 

11．点   鐘 

  

 

 

１．点  鐘  

２．ロータリーソング 

   君が代・奉仕の理想 

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  

  ＊米山ランチ BOX  ＊月初めのセレモニー 

＊米山月間卓話―茂木晃君   ＊雑誌紹介 

＊例会終了後理事会 
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次週例会案内；10月 13日（第 2225回） 

＊血圧測定 

 ＊会員卓話―井上博功君 

  ＊ポリオ BOX 

 

第 2223回 例会内容（9/29） 

 
 

 

 

 

 

 

 



挙げているのは「金運招来」で左手を挙げているのが

「人運招来」らしいです。明後日 1日は歯車会ですよ～

3組予定しています。宜しくお願いします。 

本日も大した話が出来ずに申し訳ないです。それでも

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 

＊地区大会信任状証明書の件 

＊高鍋町共同募金委員会より 

 赤い羽根共同募金街頭募金 

 活動協力お願い（10/11迄） 

（10月～12月期間内） 

＊10月のロータリーレート 

 1ドル＝145円 

＊青森県大雨災害支援金報告 

＊日本ボーイスカウト宮崎連 

盟への助成金のお願い （１口 10,000円） 

 

☐会員卓話           吉田 憲市 君 

＜口蹄疫発生について> 

平成 22年 4月 20日に

海外悪性伝染病である口

蹄疫疑似患畜が確認され

ました。 

口蹄疫の発生は平成 12

年に宮崎県、北海道で発生

して以来 10年ぶりの発生

でありました。誰もが山里

にある一軒家であり早期

に終息するものだと信じていました。なぜかというと平

成12年3月宮崎市で発生した口蹄疫は関係機関の適正な

対応によって早期に終息した経緯があり、東国原知事就

任当初鳥インフルエンザが発生、これも早期に終息し、今

回の口蹄疫も早期に終息するものと思っていました。 

今回の場合、初期初動のまずさから人、車等を介して都

農町、川南町をウィルスがかけまわり、次から次へと拡大

し、牛から豚へと感染し、手が付けられない状況に追い込

まれていきました。牛豚を処分し埋める土地がないとい

う事を連日マスコミは報道していました。家畜伝染病法

を地収用法をうまく活用すればこんな大惨事にならなか

ったと思います。牛から豚に感染した為、ウィルスは一気

増大し、連日拡大していき止まることを知らない。豚は牛

に比べ 1,000 倍から 3,000 倍のウィルスを発生させるた

め連日拡大していきました。川南町にあった養豚試験場、

高鍋町の家畜改良事業団の牛、豚の感染が確認されてい

ました。指導的立場にある場所での発生に怒りを覚えま

した。 

国は対応策として、発生源 10K 圏内のワクチン接種、

20K圏内の牛豚を早期出荷し、緩衛地帯を作り、ウィルス

を食い止める方策が決定され、我が家の牛達もワクチン

接種を受け入れざる得ない状況に追い込まれました。 

日本の畜産を守るための犠牲である。今まで何十年も

かかって築きものをゼロにしてくれと言う事である。今

まで家族を守り子供たちを育ててくれた家族同然の牛に

対し申し訳なく自分の力のなさを痛感したことはありま

せんでした。殺されることも知らず黙々と草を喰う牛。 

5月 25日、北海道から派遣された獣医師によってワク

チン接種が行われ、つらい日々が始まりました。牛が病気

になったり、お産があっても獣医は来てくれず子牛が死

亡したりしました。子牛競り市も開催されず子牛が出荷

できず牛舎が手狭になり、堆肥舎には牛糞が山積みにな

りました。出るのは牛糞とため息だけ。ただせめてのお礼

にと出来るだけ牛に喜んでもらえる様な管理をしながら

殺処分の待つ日々が続きました。 

ある日、知人を介して全国肉牛事業組合の山氏理事長

を知りました。電話の先から高鍋町で埋却地がなく処分

が進まず困っているとおっしゃられるので、ワクチン接

種した牛の処分については、自分の敷地内で殺処分した

ら誰ちゃんがここで殺されたという事がいつまでも残り、

再開どころではない農家が大半を占めると思い共同埋却

を検討して下さいと要望しました。そしたら共同埋却出

来る土地を紹介してほしいとの事。すぐさま脳裏に浮か

んだのは高鍋町では県立農業大学校、高鍋農業高校の畑、

児湯農協小並牧場の茶畑、新富町では新田原飛行場の移

転跡地、座論梅ゴルフ場がありますと答えた。早急に検討

しますとの返事があった。最終的には高鍋町では児湯農

協の茶畑、新富町では飛行場の移転跡地に決まり殺処分

が進みだした。我が家の牛達 48頭も 6月 19日早朝 7台

のトラックに乗せられ旅立っていきました。 

 牛好きの小学 1 年の孫が娘の背中で泣く姿を見てどう

しょうもない感情にかられました。6月18日～6月30日

まで雨が降ろうが日が照ろうが黙々と殺処分が行われ、

本当にこれで良いのかという程それは壮絶なものであり

ました。山氏理事長が現地に 30回程足を運び現地の様子

を国の対策本部と打合せて頂き、共同埋却が実現できて

殺処分が実現できて殺処分が順調に進んだ事は本当に良

かったと感謝しています。6月 30日午後、山羊、羊を回

収し終わり、新富町から牛、豚、山羊、羊が一頭もいなく

なりました。 

最終的には宮崎県内で発生自治体 5 市 6 町、発生農家

292戸、殺処分頭数21万 1608頭（牛3万7454頭、豚17

万4132頭、山羊14頭、羊 8頭）ワクチン接種後処分頭数

は7万6756頭の合計28万8364頭の遇蹄類家畜が犠牲と

なりました。もう二度と牛は飼うまいと思っていたが、牛

のない人生、牛あっての我が人生、もう一度牛を飼おうと

思い、北海道、鹿児島に牛を求めました。 

平成27年から畜産農家の勧めにより町議会議員となり

農畜産業の発展を目指し頑張っているところであります。 

 ロシアのウクライナ侵攻により食糧自給に対する議論

が活発に行われ、島国日本の将来の在り方を根本的に見

直し、国産国消を基本に生産者、消費者一体となって明日

の食について考えなければならない食糧安全、保障、国防

についても自国は自国で守るという事を念頭に今後活動

しなければならないと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



☐BOX 披露    親睦活動委員長 桑野 倫夫 君 

＜ニコニコ・財団・米山BOX＞ 

【坂田師通君】入会させてい 

ただいて11年になりまし 

た。これからもよろしく 

お願いします。 

【長谷川修身君】本日の吉田 

君の卓話を楽しみにして 

ます。又皆さんの応援の 

お陰で宇良が勝ち越すことが出来ましてありがとう 

ございました 

 

□出席報告        出席委員 児玉 幸則 君 

           

出席状況（9/29） 

会  員  数 42 名 

出 席 会 員 数 37名 

ホーム出席率 88.10％ 

修正出席率   ％ 

 

 

 

  

ソングリーダー 川上幸子君 

 

   
 ピアノ演奏 森幸子さん     

 

  

        本日の食事                 

 

☐高鍋 RC親睦ゴルフコンペ（2022.10.1座論梅 GC） 

 早朝からのプレー・19番ホール迄お疲れ様でした！ 

 優勝は野添会長でした。 

 

 

 

 

地区大会（鹿児島）のご案内（回覧中） 

 

   記念ゴルフ大会 2022年11月11日（金） 

      受付開始7：45～ スタート8：28 

      開催場所 南九州カントリークラブ 

      参加費  3,000円 

   第1本会議  2022年11月12日（土） 

      開催場所 鹿児島市民文化ホール 

   第２本会議 

      開催場所 城山ホテル鹿児島 

 

   ※今年度は鹿児島県での地区大会です。 

バス利用＆宿泊の予定です。 

     詳細は後日案内の予定です。 

 

 

 

ロータリアンの行動規範 

  

  ロータリアンが使用するために次の行動規範が採択 

  された。 

  ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

1） 個人として、また事業において、高潔さと高い倫理 

   基準をもって行動する。 

2） 取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職業 

   に対して尊重の念をもって接する。 

3） 自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、 

   特別なニーズを抱える人びとを助け、地域社会や世 

   界中の人びとの生活の質を高める。 

4） ロータリーやほかのロータリアンの評判を落とす 

   ような言動は避ける。 

5） ロータリーの会合、行事、および活動においてハラ 

   スメントのない環境を維持することを支援し、ハラ 

   スメントの疑いがあれば報告し、ハラスメントを報 

   告した人への報復が起こらないよう確認する 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 卓上の花 

りんどう 


