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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．委員会報告
９．R 財団月間卓話
10．点 鐘
11．

本日の例会案内
＊100 万㌦ランチ BOX
＊入会式―河野仁延君
＊ロータリー財団月間卓話―井上博功君
＊例会終了後プログラム委員会

第 2229 回 例会内容（11/17）
☐会長の時間
会長 野添 勝久 君
皆さん、こんにちは。
11 月 11 日は、地区大会第
1 日目記念ゴルフ大会が南九
州カントリークラブ伊集院
コースでありました。我がク
ラブからは橋口ＳＡＡ、川上
正会計、私の 3 人での参加で
した。コースは山間コースで
結構トリッキーでしたが、コ
ウライグリーンに泣かされました。
前半は 47 と大たたき、
後半は少しまとめて 41 の 88 点ＤＰ結果は 16 位にとどま
りました。以前からですがロータリーの地区大会の出場
者は皆上手です。
優勝は鹿児島南クラブの福添さん 49 歳、
＊
グロス 35＋36＝71 の１アンダー、ハンディキャップ 0 の
ベスグロ優勝ですよ。川上選手午前中のパターの数が 25
後 10 は減らせますね。橋口選手もコウライ芝に悩まされ
て好成績は出せなかったようです。本人の名誉のためス
コアーは伏せておきます。
大会第 2 日目鹿児島市民文化ホール ネームライジン
グで（川商ホール）松本裕二ＲＩ会長代理の公演が素晴ら
しかった。演題は「行動人は幸せになる」でした。
ジェニファージョーンズＲＩ会長の話やイマジンの話
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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 0 983-21-1636

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』
11 月の月間テーマ
ロータリー財団月間
次週例会案内；12 月 1 日（第 2231 回）
＊
＊月初めのセレモニー
＊雑誌紹介
＊会員卓話
＊米山ランチ BOX
＊例会終了後理事会
も、中でも特に共感を得て面白かったのは「皆さん方の
中にロータリークラブに入りたいと切望して入られた方
がいらっしゃいますか？手を挙げてみてください」当然
ながらいないでしょう。私も開業医で忙しく中々出席で
きない時に、叱られたので「それでは退会します」と退
会して 3 年後に恥を忍んで再度入会させてくれと頼み現
在に至る話をされました。退会しても再度入会したいと
思うのは何でしょうか？そこが訴えたいとこでね！流石
ですピンマイクを付けて身振り手振りのウオーキングト
ークには聞き入りました実に上手い！
3 日目は城山ホテルに会場を変え、4 階のエメラルド
ホールでした。高鍋クラブからは、柴垣さんが 97 歳の
永年会員表彰を受けられました。柴垣さんの代理の藤本
ガバナー補佐の又代理で 308 坪のエメラルドホールの壇
上に上がり、私がスポットライトを浴び代理受理をしま
した。地区大会に参加の皆様方は大変ご苦労様でした。
ありがとうございました。甲斐君最後までアルコール抜
きで我慢して頂き有難うございました。
会長の時間のルーチンです。
本日はレンコンの日、将棋の日、静御前が吉野山で捕
縛された日、スエズ運河の日、ドラフト記念日、島原防
災の日、internationalStudents’Day（国際学生の日）
肺癌撲滅の日等々出てきます。中訳は時間短縮のため省
きます。今日 17 日から 20 日までダンロップフェニック
ストーナーメントが 3 年ぶり、海外勢を招待しての開催

がとても楽しみです。
本日は地区大会の発表者が 3 人います。時間を少し分
けてあげなと足りない気がしますので会長の時間はこれ
で終わります。例会終了後石井先生のご厚意によりアイ
ギャラリーで、特別価格のチャリティーを企画していま
す必ず寄って頂くようお願いいたします。
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＞
＊クラブ活性化セミナーの
開催案内
日時 2023 年1 月22 日(日)
10：30～15：30
場所 ホテル中山壮
登録料 3,000 円
＊中部グループ会長幹事会
日時 2022 年12 月7 日(水)
18:30～
場所 ホテルマリックス

幹事 石田 喜克 君

みや）ＲＩ研修リーダーからのＤＥＩ『多様性』
『公平性』
『インクルージョン（包摂性）』のこの３つを【受容】※
ありのままに受けいれましょうとの講話からロータリー
内で、『魅力』『元気』『個性』を出していきましょうと
の見解を展開されていました。この事について、私として
は、とりあえず①例会に極力参加(出席)し、②諸先輩方の
武勇伝等たくさん伺い、自己の視野を広げれば良いのか
な。難しい事は出来ないもんねと解釈した所でした。
二日目の第２本会議では、昨年都城会場にてＲＩ会長
代理で講話された中村委員長の模擬研修、青少年（ロータ
ーアクト、インターアクト、西都で開催されたライラ等）
活動報告があり、交換留学生だった学生が、現在、都城の
中学校に勤務である事などの紹介がありました。このこ
とに、ただただ「すごいなー」、こういった若いロータリ
アンが増えて行くとより大きなロータリー（チーム）にな
るのかなと感心させられました。
去年並びに今年と参加しまして、違った意味で良いリ
フレッシュになりました。『会員 3 年未満は強制』とのこ
とで、残す所あと一年(一回)ですが、他の地区のロータリ
ー活動状況を拝見したりと機会があれば来年以降も参加
したいと思う所です。
あと最後に、ホテルチェックインの際、コロナ予防接種
済証の提出がありましたが本人御自身のではなく、奥様
の証明書を提出され、『爆笑』に包まれました事を付け加
えておきます。ご静聴ありがとうございました。

☐地区大会報告
中武 功見 君
先週の土曜日 11 月 11 日か
ら 13 日の３日間、鹿児島の地
本日のゲスト 河野仁延様
副 SAA 平山英俊君
で 2730 地区の地区大会が開催
されました。その雰囲気を皆
☐地区大会報告
甲斐 宏昌 君
様にも実感してもらいたく、
先週開催されました2022～
大会パンフレットをパワーポ
2023年度地区大会の報告を致
イントに落としご報告をさせ
します。
て頂きます。もうすでに、初日
まず、今回は鹿児島での開
から鹿児島入りをされた野添
催との事で『一泊二日』
『天文
会長と石田幹事のお話や、さきほどの甲斐君の報告でほ
館』『白波』の違う意味で
ぼ地区大会の全貌はご理解いただけたかと思いますので、
はりきって研修に出席したの
私の方からは「DEI」を深堀した観点からご報告申し上げ
ですが、初日・二日目共、自分
ます。
で言うのもどうかありますが
まず最初のスライドですが、これが大会パンフレット
身になる研修会でありました。それでも、夜の懇親会では、 の表紙になります。大会テーマとして、「70 年の出会い
美味しい肴とワイン、しま美人を頂きました。会長ご馳走
から新しい DEI（デアイ）のあるロータリーが今、ここか
様でした。また、隣席に川内ロータリークラブが同じく宴
ら始まる・・・」とあり、様々な場面で DEI が取り上げら
を囲んでおられ少しですがお声掛けをした所でしたので、 れていました。ここで注目してもらいたいのが、ホストク
藤本ガバナー補佐に報告致します。
ラブは鹿児島ロータリークラブで、コ・ホストに鹿児島市
初日の第１本会議では、山ノ内ガバナーの点鐘から始
内１１クラブの名前が表記されています。来年は宮崎ロ
まり、来賓の方の挨拶並びに紹介が永遠と続きました。こ
ータリークラブがホストクラブとなり、我が高鍋クラブ
のあたりにつきましては割愛させて下さい。いかんせん
を始め宮崎中部分区の全てのクラブがコ・ホストとなる
観客席のシートが私には狭くまた暑かったのが印象です。 わけで、来年に向けての予習ができたことになり企画や
ただ、松本国際ロータリー会長代行からのジェニファ
運営状況等学ぶことの多い大会でした。
ー・ジョーンズ会長のメッセージの伝達、並びに四宮（し
次に大会プログらもの中で特に印象の強かったものが、

国際ロータリー会長代理の松本祐二様のお話でした。会
長代理ですので、国際ロータリー117 年の歴史の中で初め
ての女性会長でカナダ出身のジェニファー・ジョーンズ
RI 会長のご紹介から始まり、
RI テーマ
「Imagine Rotary」
を詳しくご説明頂いた中でも、「昨日のことを想像
（Imagine）する人はいません。想像することは未来を描
くことなのです。」というフレーズには感動を覚えました。
続いて山ノ内文治ガバナーの地区テーマに話が移り、
「知
力を高め 未来へ繋げ 多様性のあるロータリークラブ
の実現に」を、国際ロータリーの新しい方向性をとらえ、
指導力を発揮されており、
特に今回の地区大会では DEI に
ついての理解を深めその推進に尽力されていると謝辞を
伝えられました。そして最後に、地区大会での様々な交流
の中でアイデアを交換し行動を起こしましょう、Imagin
Rotary、と締めくくられました。
第一本会議が終了し記念公園に登場したのが、四宮孝
郎 RI 研修リーダーでした。演題は「ロータリーにとって
の DEI」で、DEI を詳しく説明して頂きました。D は
Diversity で「多様性」。年齢、民族、人種、能力、宗教、
社会的地位、文化、性別、性自認への言及に関わらず、あ
らゆる背景、アイデンティティを持つ人がいることを認
め合う多様性です。E は Equity で「公平さ」です。これ
はまさにロータリーの四つのテスト、そのものです。最後
の I は Inclusion で「包摂」です。すべての人が歓迎さ
れ、尊重され、大切にされる経験を創造することだとまと
められました。
この地区大会でロータリーの歴史や繋がり、そして創
設以来着実に積み重ねられたネットワークを通じて、世
界の持続可能な開発目標を常に発信するロータリーの素
晴らしさを、改めて実感することができたことに心より
感謝を申し上げます。

藤本範行ガバナー補佐

□出席報告

100％R 財団寄付クラブ表彰

出席副委員長 向山 健一 君

出席状況（11/17）
会
員
数
42 名
出席会員数
34 名
ホーム出席率
82.93％
修正出席率
85.37％

☐ＢＯＸ披露
親睦活動委員長 桑野 倫夫 君
＜ニコニコ・財団・米山ＢＯＸ＞
【野添勝久君】
本日は河野仁延君
ゲスト参加ありがとうござ
います。
地区大会の報告をし
ていただく方々もありがと
うございます。
【藤本範行君】
地区大会の参加を
ありがとうございました。
素晴らしい内容の大会となりホッとしています。
【青木善明君】高鍋町議会議員として 3 期 12 年間ご支援
いただき有難うございました。支えて下さった皆様
に感謝の思い出いっぱいです。しばらくはゆっくり
身体を休めて新たなステージに向かって踏み出した
いと思います。今後ともご指導ご鞭撻のほど宜しく
お願い致します。長い間お世話になり有難うござい
ました。
【長谷川修身君】先週の結婚記念祝のお礼として。ありが
とうございました。又、地区大会に参加された皆さん
お疲れ様でした。中武君、三原君、甲斐君の報告を楽
しみにしております。
【多賀学昭君】河野仁延君の来訪を歓迎して。
【川上幸子君】生まれ変わっての２度目の誕生日お祝い
有難うございました。毎日を楽しくワクワクで過ご
せることに感謝です‼
地区大会もゴルフを楽しませて頂きました。‼
【岡部由紀子君】高鍋高校ラグビー部が優勝しました。応
援よろしくお願いします。ニコニコ BOX をするのに
2 千円しかなかったら吉田さんが千円くれました。
ありがとうございました。

