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週報
第1572回例会

今月のテーマ『ロータリー親睦活動月間』
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■本日の例会／ 第1573回 令和元年6月13日（木）
●会長・幹事報告
●年間総括プログラム

●各委員会報告‥各委員長
●ハッピーの紹介

●本日の出席状況

■会長挨拶

山川 力 会長
皆さんこんにちは、お疲れ様で
す。６月は親睦活動月間です。日
本の常識は世界の非常識と言う事
で話をしたいと思います。まず第
一例会に国歌を歌う。例会場には
国旗を掲げる。これは戦争中、ロータリーは発祥の
地がアメリカであることから、ロータリーはアメリカ
のスパイではないかと嫌疑を掛けられたり、フリーメ
ーソンの組織だという疑いをかけられました。その
疑いを晴らすために、国に対して忠誠を誓うことを
証明する意味で、例会で国歌を歌い、それがのち
に習慣化したものです。当時は、毎例会に特高が来
て、サーベルをちらつかせながら例会を監視したそ
うです。国旗も同様な理由で掲載され、今日にいた
っております。アメリカ以外の外国では、殆どの国で
は、国旗を掲揚したり、国歌を斉唱するといった習
慣はないそうです。アメリカは移民の集まりなので、
アメリカ人であるという自覚を持たせるために、国旗
掲揚と国歌斉唱が盛んです。ロータリーの会合は、
点鐘で始まり、点鐘で終わる。日本では、あらゆる
ロータリーの会合は開会点鐘で始まり、閉会点鐘で
終わります。これは地区大会であろうと、クラブ例
会であろうと、まったく同じで、点鐘で始まり、点鐘
で終わるのが当然だと思われていますから、点鐘を
鳴らすのを忘れようものなら、まさに罰金ものです。
例会は、国やクラブによってかなり違いますが、点
鐘を鳴らすのは珍しい部類にはいるのではないでし
ょうか。ヨーロッパや東南アジアでは、何時に始ま
って、何時に終わるのか、さっぱり解らない例会も
珍しくないそうです。アメリカでは点鐘を鳴らすクラ
ブもありますが、法廷やオークションで使う木の板
を小槌でコンコンと鳴らす光景をよく見かけます。そ
れも開会や閉会の時に儀礼的に鳴らすのではなく、
スピーチを始める前などに注意を換起するために使

【出席率状況報告】
・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 56 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 31 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 25 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 55.36％
・5/23 の修正出席率‥ 74.55％

うことが多いようです。日本では、例会時間は１時
間と決めているクラブが多く、どんなことがあろうと
も、絶対に時間延長を認めないクラブもあるそうで
す。すべてのクラブは、クラブ細則に基づいて管理
運営を行っていますが、例会時間や例会終了時刻
に関する記載はありませんし、独自のクラブ細則を
定めているクラブでも、それを定めているクラブにお
目にかかったことはないそうです。日本では、例会
や各種の会合が始まる前や閉会の直前に、儀礼的
にロータリーソングが歌われますが、本来はそのよう
な歌いかたをするのではなく、どんなタイミングで、
どんなソングを歌おうと一向に構わないわけです。
又、奉仕の理想などの昔ながらのロータリーソング
を歌うクラブが殆どですが、そのような規則はなく、
何曲歌おうと。童謡でも歌謡曲でも構いません。ち
なみに、2016 年の国際協議会では毎朝３曲程度、
よく皆が知っているポピュラーソングを歌いました。
また国際協議会の閉会セレモニーでの歌はビートル
ズの レッツ イッ ビーだったそうです。以上で
会長スピーチとします。

■入会式

宮阪隆彦 会員
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■米山奨学金授与式

■米山功労者表彰

姜 丹鳳 様

湯浅敏幸 委員長

■クラブ会報委員会

松田くるみ 委員長
クラブ会報委員会の担当になるのはこれで三度目で
す。週報の役割を考えると例会の記録が目的です。そ
して皆様に喜んで読んでもらうことだと考えています。
週報が継続して発行できていることに感謝いたします。
以前は原稿の編集作業があって、字数を原稿の枠
内に収めることが毎週の作業としてありました。ところ
が今編集はなくなりました。頂いた原稿をそのまま週
報に貼り付けすればよいことになり、原稿そのものを
直すことがありません。
原稿もメールでいただくことが主になっていますか
ら、原稿を見直すことがなく、校正もなくなりました。
三度目のクラブ会報委員会としては、内容はともかくと
ても楽でした。
その分、外部委託している印刷屋さんの方でのご
苦労もあると思いますが、間を取り持ってくれている
事務局奥野さんにもお礼を申し上げます。
次年度も同様の流れとなりますが、よろしくお願い
いたします。

第１回 2018 8/2（木）祗園橘～ 7 委員（会長、
幹事、事務局）11 名
⑴各委員会の問題や改正点、希望要望について
⑵年間の４回のクラブ奉仕（委）の開催時期につ
いて
第２回 2018 11/22（月）岡茶～ 4 委員会
会長、幹事 7 名
⑴会員卓話への協力⑵会員維持⑶酎応会の件
第３回 2019 2/21
（木）杉の子～ 7 委員会 8 名、
会長、幹事 10 名
⑴出席率の現状、対策  ⑵出席（委）の機能強化
とメイキャップ
⑶会員増強と会員維持対策   ⑷龍山クラブ迎えの
協力
第４回 2019 5/30
（木）杉の子 5 委員会 会長、
幹事、事務局 8 名
⑴各委員会からの要望、問題点、次年度への要望
について
⑵山川年度を振り返って…総括
※夜間例会の間に酎応会も 2 回開催できました。
※フェローシップも竹内委員長が転勤されましたが
佐藤さんの努力でまとまりのある委員会となりました。

■職業分類・増強委員会
長岡紀行 委員長
今年度の活動計画は、純増１名
を目標としておりましたが、秦初代
会長より 60 名体制に持って行く様
ご支持があり、急遽目標を変更い
たしました。結果６月６日現在では、
皆様のご協力で７名の新入会員をお迎えすることが出
来ました。内訳は５名の増員・２名の交代で増員無で
したが、残念ながら２名の退会者を出してしまい純増
３名で 56 名に為っております。今期後３週間あります
ので引き続き皆様のご協力をお願いします。来年度も
引き続き分類・増強委員長をやれとの事ですので、来
年度も皆様の協力を仰ぎながら会員数 60 名を目指し
ます。

■職業奉仕委員会

平松 寛 委員長
1. 活動計画
各委員会との十分な連携が必要
1. クラブ奉仕（委）を、年４回開
催する
2. 会員親睦のために、酎応会を

復活させる
予算～ 8 委員会との打ち合わせ 50,000 円
2. 総括
クラブ奉仕委員会

■米山奨学委員会

湯浅敏幸 委員長
１活動計画
（担当事業 予算など）
１）米山奨学事業の学習、
広報、宣伝
２）米山奨学事業への寄付依頼
３）奨学生との交流
予算 30,000 円
２．総括（引継ぎ・申し送り・懸案事項）
１ 寄 付依頼については寄付の 441,000 円、米
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山功労者寄付 100,000 円
総額 541,000 円の全額が集まる。 一人当た
りの年間単価は 10,207 円になった。
袋での寄付依頼の強化が必要。
２ 米山奨学金への理解を深めるための学習、広
報、宣伝の強化が今後の課題

■フェローシップ委員会
佐藤龍三郎 副委員長
フェローシップ委員会の佐藤で
す。 最初、副委員長という事で気
楽に構えていましたが、いつのまに
か委員長の竹内さんが転勤でいな
くなり、責任者になってました。ど
うしたら皆さんに懇親会を喜んでもらえるか考えまし
た。一番良いのは、音楽ライブではないかと考え、そ
の中でどの音楽ジャンルが皆さん反応するか、色々や
らせていただきました。
8月9日 年度始め懇親会メリージュ
これはアトラクションなし。 私は不参加な
ので分かりません。
9月20日 観月会ラディッシュセブン
スタンダードナンバーライブでした。もうー   
つでした（70点くらい）
12月20日 年末家族懇親会観光ホテル
浜田トランペット、平田ギター、皆さんあま
り聞いていない様な感じでした。
1月17日 新年会コテージヒムカ
アトラクションはなし。野村先生の誕生祝
い でした。
3月28日 観桜会ラディッシユセブン
ライブ昭和歌謡。結構皆さん盛り上がって
いたようです。
今までで一番だったと思います。
6月27日 シーガイヤコンベンション予定家族懇親会
最後を飾るのはオールディーズライブです。
生 駒さん、鳥山さん、夫婦で参加されま  
す。お楽しみに。
フェローシップ全員で踊りに参加して盛り上
げます。
最後に事務局奥野さん、くじ景品からセッテイング
からありがとうございました。
また、高野さん、西川さん、松岡さん、志田さん、
久保山さん、平松さんのご協カのおかげだと感謝しま

す。ありがとうございました。

出席委員会報告

日高淑晶 委員

◆5/23メイクアップ者名（敬称略）
生駒俊明、新地康宏、湯浅敏幸

ハッピーボックス（敬称略）
●鳥山 浩…六月一日が会社創立記念日で、50 周
年を迎えました。そのうちの 33 年間ロータリアンと
して在籍しています。今後ともよろしくお願いいたし
ます。
●押川紘一郎…誕生日の祝いありがとうございまし
た。未だ 高齢者の実感がありませんのでもうしば
らく現場でがんばります。
●西川栄司…先週土曜日・日曜日開催されました。
宮崎県民スポーツ祭のバドミントン競技で宮崎市 A
チームが優勝しました。

■結婚記念日（敬称略）
篠原英介、木村聡之、黒田健司、田中正訓

■誕生日祝い（敬称略）
新田敬介、押川紘一郎、坂本弘史、小村賢一郎

◆ビジター

〒880-0806
〒880-0806 広島1丁目3番地3
広島1丁目3番地3 秀豊ビル
秀豊ビル 4階
4階
シーガイアコンベンションセンター
会長／山川 力 副会長／篠原英介・藤原昭公 幹事／篠原英介

小田原義征 様（宮崎西 RC）

0985-22-9170
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