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             「笑 門 来 福」 

例会日 毎週水曜日 12：30～ 例会場 ホテルシーズン日南 

住所   日南市園田 3-11-1 TEL 0987-22-5151 FAX0987-22-9588          会長 山口秀一 

母子の健康月間 

第3239回例会 №31 2020.04.01  曇り 

点鐘・国歌・ロータリーソング 12時30分    「国歌」 「奉仕の理想」 

四 つ の テ ス ト  斉藤篤史 君 

例 会 行 事 結婚・誕生者卓話 

 

会長時間 

皆さんの同級生に、4月 1 日生まれの人はいませんでしたか？そもそも「早生まれ」とは？ 辞書にこう

書かれています。1月1日から 4月1日までの間に生まれたこと。 

4月1日生まれの人が「早生まれ」となる理由には、2つの法律が絡んでいます。「民法」と「学校教育法」

の2つです。 

民法では、人が年を取るタイミングは、「誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜 12時」と規定されていま

す。つまり、4月1日生まれの人の場合、法律上では3月31日に年を取ることになります。 

学校教育法では、「子女が満6才に達した翌日以降における最初の学年の初め（要するに 4月1日）から小

学校に行く」と定められています。 

例えば、今日は3月31日。ここに明日 4月1日が誕生日の 5歳の男の子がいます。まず、民法に基づくと、

その子が「法律上6歳になる」のは明日 4月1日の誕生日はなく今日 3月31日（の深夜12時）となります。

それを踏まえ、学校教育法を適用すると、本人から見て「6 歳になった翌日以降」の最初の学年の始め（4

月 1日）は、来年の 4月 1日ではなく今年の 4月 1日、つまり明日です。以上の理由から、4月 1日生まれ

の人は、明日から晴れて小学 1年生になります。 

加齢のタイミングが「誕生日当日ではなく誕生日前日の深夜 12時」と定められているのは、2/29 生まれ

の人に対応するためではないか、とも言われています。 

“なぜ、日本の新学年スタートが 4月になったのか？” 

これには諸説あるようですが、明治維新前後を境に 4月入学が定着してきたようです。日本は、1886（明

治 19）年にイギリスに倣って 4月～翌 3月までを「国の会計年度」とすることに改められ、それに合わせ、

国からの補助金で運営されることが多い学校も、4月入学に変更されたというのが一般論となっています。 

 

幹事報告 

1）振徳通信が届いておりますので回覧いたします。 

2）国際交流協会より、冊子が届いております。 

3）串間ＲＣより、週報が届いておりますので回覧致します。 

4）地区研修協議会開催のご案内が届いております、各自詳細ご確認お願い致します。 

5）ロータリーの友事務所より、新型コロナに関する事務所対応についての  お知らせが届いております。 

6）会長エレクトセミナー中止のお知らせが届いております。 

7）地区大会記録誌、ＤＶＤが届いておりますので回覧致します。 

8）日本事務局より4月のロータリーレートのお知らせが届いております。 1ドル=108円 

委員会報告 

 次年度幹事 地区研修協議会の案内 5/17 鹿屋市文化会館 9：00～ 



 親睦委員会 誕生者 田島逸男君（1951）簗瀬 敦君（1966）豊田裕康君（1973）竹井崇利君（1957） 

           野崎正彦君（1946）濱砂睦司君（1962）鷹衛哲郎君（1954） 

       結婚  竹井崇利君（1984）石灘寛樹君（2011）石崎智則君（2006） 

スマイル 

 石崎智則君 2か月ぶりの例会出席です。2月は不祥事件対応で出席免除させて頂き、ご迷惑をお掛けしま

した。3 月はコロナウィルス対応で例会が開かれないなどの影響が出ていますが、本当の危

機はこれからかもしれません。金融機関として資金支援・販売支援等を全力でサポートして

いく覚悟でおります。皆で乗り切りましょう。 

 斉藤篤史君 突然の休校になり、不安の中での長男の高校受験。自分なりに頑張り、努力して受験に臨み

ました。結果第一志望の宮崎工業高校電気科に合格しました。これからの学校生活頑張れ！！ 

 

例会行事  結婚・誕生者卓話 

   竹井崇利君（結婚・誕生） 

本日は結婚誕生プレゼントありがとうございます 

4月 3日で63歳になります。結婚 36年目を迎えます。63歳は決して若いとは言え

ませんがまだまだ高齢者でもないと思います。これからの人生、何のためにとういう

か、何を大切に生きていくのか、自分の夢とは何なのか、自問自答しながら生きてい

きたいと思います。 

吉田松陰の言葉に、「夢なき者に理想なし、理想なき者に計画なし、計画なき者に実行なし、実行なき者に成

功なし、故に夢なき者に成功なし」という言葉があります。 

 決して、焦らず、立ち止まらずに、前を向いて、自分らしい生き方とは何なのか？考えていきたいと思い

ます。 

 

    石灘寛樹君（結婚） 

本日は結婚記念日をお祝いいただきありがとうございます。 

 私が結婚したのは平成 23年でしたので、今年で 9年目、ネットによれば、陶器婚式だ

そうです。 

 妻が星を見るのが好きなので、高崎の天文台に星を見に行ったり、本やテレビ番組も

宇宙を題材にしたものを見ることが割と多い気がします。最近見た子供向けテレビ番組

の中で、今年の末、小惑星リュウグウからサンプルを採取した「小惑星探査機はやぶさ 2」が、地球に帰還

すると言っていました。同じ番組の中で、小惑星イトカワに探査に行った「はやぶさ」のことも取り上げら

れていました。「はやぶさ」は、平成 17年にイトカワに到達しサンプルを回収した後、その後一時行方不明

となりました。その年のうちに発見されたものの、エンジンに不具合があり地球への帰還は困難といわれま

した。そこから技術者の皆さんが工夫に工夫を重ねて、なんとかエンジンを回復し、5年後の平成 22年（2010

年）6月13日、「はやぶさ」は地球に帰ってきました。 

  「はやぶさ」の感動の物語はいくつか映画化されました。そのうち竹内結子さん主演の映画を夫婦で映画

館に見にいったことを思い出しました。なんとなく毎日が過ぎていましたが、あれから 9年、それなりに歳

月は流れているのだなと、ふと思う昨今です。 

 

    石崎智則君（結婚） 

皆さんお久しぶりです。2 月例会は不祥事対応のため出席免除にして頂き、ご迷惑を

おかけしました。また 3 月例会はコロナウィルス対応で中止となり、3 ヶ月ぶりの出席

です。 

本日は結婚記念のお祝いをして頂きありがとうございます。明日が結婚記念日ですが、

最近のコロナウィルス対応等ですっかり忘れていました。気付かせて頂き感謝します。 

本日はコロナウィルスの話をしたいと思います。先日国会議員の先生の話を聞く機会がありました。まだ

陣形ができていないため医療崩壊の恐れがあり、これから危機的状況になる可能性があるとのことです。ま

た最悪の場合、失業者がかなり発生、ビジネススタイル等が変化していく可能性があるため、収束後を見据

えて行動していくことも必要とのことでした。 

私ども金融機関では、資金繰り支援や販売支援を通したサポートをしっかりして、皆さんと乗り切ってい



きたいと思います。よろしくお願いします。 

 

   簗瀬 敦君（誕生） 

今日は、ASVについてお話します。ASVとは先進安全自動車アドバンスドセーフティ

ビークルの略で、簡単に言うと衝突被害軽減ブレーキなど安全について自動車がサポ

ートする車です。システムの名称は各メーカーで異なりますが作動は同じです。 

 今現在では道路の白線を認識してはみ出したりふらついたりしないようにサポート

する装置、前の車に追従走行する装置などがあります。大変便利ですが、あくまで運

転者のサポートですので過信してはいけません。事故等の責任は運転者本人ですので安全運転を心がけまし

ょう。本日はありがとうございました。 

 

   野崎正彦君（誕生） 

今日は、誕生日のお祝いありがとうございました。今年で、74歳になります、来年は、

後期高齢者になります。今病気の事ばかりです、頭は、脳梗塞にならないよう薬を飲ん

でいます、肺が肺気腫で、そして前立腺ガンが有り治療が必要です、もう少し長生きし

たいので、身体に気を付けて頑張りたいです。皆様も、気を付けて下さい。前立腺カン

は血液検査ですぐ分かりますので、不安になったら検査して下さい。後 10年は長生きし

たいので頑張ります。 

 

   濱砂睦司君（誕生） 

本日は、3月の結婚お祝い並びに、4月の誕生のお祝いをいただき、ありがとうござい

ました。 

平成3年の3月に宮崎市の今は無きサンホテルフェニックスで結婚式を挙げ、早いも

ので29年が経ちました。来年は区切りの 30年となります。今は、真珠婚を無事迎えら

れたらと思っているところです。 

誕生日に関しては、今月の20日で、58歳になります。いよいよ会社の定年（60歳）が目前に迫ってきて

いると感じています。 

 

茜会コンペ報告 

3月29日（日）宮崎カントリークラブにて第213回茜会コンペが開催されました。成績は以下の通りです。 

※ 鷹衛哲郎君は初出場のため順位繰り下げになり、榎木田君が繰り上げの優勝です。 

※ 鷹衛哲郎君と三浦昭秀君は初出場のためダブルペリアハンディです。 

順位 名前 OUT IN グロス HDCP NET 新H 

優 勝 榎木田 大資 45 49 94 18  76  14 

準優勝 鷹衛 哲郎 52 44 96 20.4  75.6  20 

３位 三浦 昭秀 44 53 97 20.4  76.6  20 

４位 守永 裕一 44 45 89 11  78  11 

５位 田島 逸男 42 41 83 4  79  4 

６位 竹井 崇利 61 55 116 30  86  30 

７位 土屋 昭次 68 58 126 30  96  30 

８位 豊田 裕康 60 73 133 36  97  36 

 

 

 

 

 

 

 



出席率報告 

  会員数 出席免除 出席定数 ＨＣ出席 ＭＵ 欠席 出席 出席率 

  今 週 36 3 33 21 2   11 23 69.64％ 

 出席免除 渡邊、村上、清水、 

 先取ＭＵ 田島、宮田 

欠 席 井野畑、入中、榎木田、齋藤(奈)、鷹衞、髙﨑、落丸、豊田、峰松、片桐、上村 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

事務局〒887-0014 日南市岩崎3-4-2 Itten堀川ビル2F創客創人センター内TEL0987-22-3363・FAX0987-22-3515 

会長：山口秀一  副会長：村岡俊宏  幹事：入中英雄  雑誌会報広報委員長：河野通郎 

雑誌会報広報委員会より   原稿は、ocame@wing.ocn.ne.jpまで送信してください。 
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