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今月のテーマ 職業奉仕月間

第1601回例会
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■本日の例会／ 第1602回 令和2年1月23日（木）

【出席率状況報告】

●会長・幹事報告 ●各委員会報告
●神村学園来訪‥社会奉仕委員会 木村聡之 委員長
●職業奉仕プログラム‥職業奉仕委員会 生駒俊明 委員長
●ハッピーの紹介

・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 54 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 35 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 19 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 64.81％
・12/19 の修正出席率‥ 61.82％

■会長挨拶

篠原英介 会長

校歌おぼえていますか？
みなさんは校歌をおぼえていま
すか？新年なので初心に帰ろうと、
自分の出た学校の校歌の歌詞に思
いを巡らせてみました。
小学校は、
「平和の塔」
「神武の森」
「一面の菜の
花畑・黄金の穂並み（当時）
」と、主に学校周辺の
風景を織り込み「学校」というものを優しく諭してい
る印象を受けました。
中学校は、
「美しき夢」
「たくましき望み」
「ひとす
じの決意」と、心身を鍛え立派な青年になれ！との
願いが感じ取れました。
大学は、偶然にも１００年前、ちょうどロータリー
が日本に上陸した年に制定されていました。
軍歌のようなメロディで、その歌詞には「突くや時
代の暁の鐘」
「独立自治の旗かざし」
「出でや東亜の
一角に」等々、かなり古典的だったのですが、若者
を刺激する文言で、当時の私は大いに影響を受けま
した。
この３校は、どれも創立から長い学校でしたが、
高校は新設校、
進学も含めて社会へ飛び出して行け！
といった内容でしたが、最後がちょっと変わっていま
した。次の英語の歌詞が出てきます。
「Hitch your wagon to a star!」
直訳すると「星へ向かって貨車を引け！」となるの
ですが、当時は他校の生徒に揶揄されることが多く、
とても恥ずかしかったのを覚えています。
ところが、卒業して２０年ほど経ったある時、たま
たまこの歌詞に触れる機会がありました。当時恥ず
かしいと感じていたフレーズと、歌詞「北極星（ほし）
に至らん理想もて！」に胸が熱くなったのです。作者
で初代校長の故長尾典昭先生のちょっと気取った
メッセージが、年月を経てとてもスマートに響いて来
たから本当に不思議です。

その後、開校時から親交を続けていただいている
恩師にこの話をすると、
「それで十分なんだよ」と、
感慨深げにとても喜んで下さいました。
（恩師は英語
教師でした）
今、私自身、我が子を含めて若い世代に同じよう
なことを言う機会が増えていますが、
少しでも恩師と同じ役割を果たしていければ、と
考えています。
その恩師は今、校長としてロータリーの交換留学
生に生徒を派遣しているそうです。
「ロータリーって
凄いな。頑張って続けろよ」と言って頂いています。
みなさんの学校はどんな校歌でしたか？

■幹事報告

江口健一 幹事

志布志ロータリークラブ
創立 40 周年記念式典 祝賀会の
開催のお知らせが来てます
R2 年 4 月18 日 志布志湾 大黒
リゾートホテルにて
2020 年 1 月のロータリーレートは、110 円です
米山奨学生のジャン ダン フェンさんは、先週の夜
間例会の時に奨学金の授与を致しました。

■年男・年女によるスピーチ
新田敬介 会員
干支にちなんで
今年で早くも６回目の干支を迎え
てしまいました。
又、私が宮崎の地で歯科医院を
開設して４５年目にあたります。
北九州で開業していた父のもとに帰って暫く経った
頃、たまたま宮崎に釣りにきたついでに宮崎市内で開
業していた大学の先輩を訪ねたところ、
「そんなに釣り
が好きなら、宮崎はよく釣れるぞ。どうせ親父の所に
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帰るなら何年か釣りでもしながら開業の勉強でもしてみ
らんか？」
と言われ、開業してしまいました。
１０年位で帰るつもりが気が付けば４５年の歳月が流
れ、その間父も母も亡くなり、たまに実家の方に帰って
も全くの浦島太郎になってしまいさみしい限りです。
前回の干支から１２年経ちます。
最近特に感じられるのは体力の衰えです。
自分ではまだまだと思っていても、なかなか思うよう
に体が言うことを聞いてくれません。２年程前には、階
段を降りようとして踏み外し、６段転がり落ち、いやと
いうほど太ももを打撲し、未だに腫れと痛みが残ったま
まです。又、先立って釣りに出かけいつもの調子で船に
飛び乗ろうとしたところバランスを崩し転倒、あやうく海
へ落ちそうになり、それ以来へっぴり腰で這いつくばっ
て乗るようにしています。全く情けない限りです。
情けない話はこれくらいにして、本日は歯科医師会
が取り組んでおります医科歯科連携事業について少し
お話をしたいと思います。
現在多くの国民が癌にかかり治療を受けています。
その癌の治療として、放射線、抗癌剤、手術の３つ
が三本柱と言われております。他に免疫療法などがあり
ますが現時点での標準的な治療はこの３つになります。
しかし、いずれの治療にも副作用や合併症が出やす
くなります。口に関係するものとして、肺炎、創部感染、
口腔粘膜炎等があります。
それから重症化して敗血症になるリスクが高まりま
す。
近年、癌治療を受ける前に、できるのであれば専門
的な歯科治療や口腔ケアを受け口腔内の環境を整える
事で副作用、合併症を予防または軽減する事が分かっ
てきました。
また、癌以外の手術においても周術期口腔ケアを受
けた患者の入院日数が減少傾向にある事も分かってき
ました。
この事から、かかりつけ診療所で定期的に受診する
事が今後重要になってくると思います。

■年男・年女によるスピーチ
田中正訓 会員
RC 年男講話
〇 1960 年ネズミ
徳仁 ( なるひと ) 天皇 2.23 生まれ
1 日違い 学習院お受験
谷口浩美 4,4 生まれ 小林 2 年
連続全国 V・小林最後の優勝メンバー⇔日体大
6 区山下り3 年連続、
2 年連続区間新、
山下りスペシャ
リスト

同年代 日章早稲田監督・川南 日高町長 津農
河野町長 共に高鍋高校出身
〇年末・年始スポーツ
ニューイヤー駅伝 旭化成 3 度目 4 連覇 90 ～
95 年 6 連覇以来
箱根駅伝 東洋大 今西 6 区山下り 3 年連続
今年区間新 トヨタ九州へ 明治大 3 年長倉 ( 宮崎
日大 ) 初出場ならず
創価大 榎木監督 小林・中央大・旭化成
サッポロビール 寺坂元社長 宣伝部長 冠スポン
サー
高校駅伝 日大 7 位入賞 2,02,56 県高校新
バレー 延学ベスト16 バスケットベスト８
ベンドラメ・レオ 東海大・B リーグ SR サンロッカー
ズ渋谷 PG
全日本選手権 V MVP 五輪代表候補 延学で高
校 3 冠 能代工以来
サッカー 日章 学 園 ベスト１６ ②市船 橋 0-0
PK7-6 ③四中工 3-3PK4-3 ×
選手宣誓 阿部主将優秀選手 鵬翔川添主将以来
15 大会ぶり
ラグビー高鍋 細元主将初 初戦札幌山の手リーチ
母校 14-26 ×
野球宣誓 都城農業 岡本 71 年夏甲子園
〇東京五輪
聖 火 リレ ー 3/26 福 島 スタート 県 内 3/26 27
35K180 区間 井上・松田・宗兄弟・谷口
64 年第 2 コース 9/9 宮崎空港到着 平和台公園聖
火台点火→延岡市役所
返還前沖縄到着 鹿児島・宮崎・札幌４コース
日本初メダル 1920 年 T9 年アントワープ テニス
S/W 銀メダル熊谷一弥 左きき名
手 慶応→三菱銀行
村社耕平 中央大箱根駅伝 毎日新聞 1936 年
ベルリン五輪 5,000M・1 万 M ４位 和製人間機
関車小柄
東京五輪強化コーチ 円谷・君原・寺澤育てる
東洋の魔女 女子バレー 大松 博文監督
為せば成る 上杉鷹山の名言 高鍋藩 教え子は藤
本高鍋監督
代表候補
決定 空手 75 級西村 第一→近大 インターハイ
高校個人団体
柔道 旭化成 73K 大野 リオ連覇 81K 長瀬代
表候補
66K 丸山天理大 VS 阿部一二三うた兄弟ライバル
体重別で決着
父顕示 バルセロナ 7 位 国士館 泰山学舎大淀
バレー東レ日向学院 李 博センター オリックス山
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本投手 ハンドボール 原主将
〇 20 年代
今年選挙 3 月 日向市長選 11 月都城市長選国
富町長選
10 月アミュプラザオープン 国文祭・芸文祭 10/17
～ 12/6 神話の源流
小戸橋開通・市郡医師会病院
2023 年置県 140 年
2024 年宮崎市制 100 周年 MRT70 周年
2025 年大阪万博・東通線開通
2026 年 宮崎国民スポーツ大会

■出席委員会報告

佐藤龍三郎 委員長

◆12/19メイクアップ者名（敬称略）
生駒俊明、押川紘一郎、久保山洋一、黒木陽子
外山政典、秦 喜八郎、三輪修珍

■結婚祝い（敬称略）
松山春喜、山川

力

■誕生祝い（敬称略）
黒木雄一、片木重光、山川
野村勝政、西川栄司

力、松田くるみ

〒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／篠原英介

副会長／小村賢一郎

0985-22-9170

幹事／江口健一
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