
国際ロータリークラブ第 2730地区 日南ロータリークラブ 

   

 

             「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 

ロータリー親睦活動月間 

第3242回例会 №34 2020.06.17  曇り 

点鐘・国歌・ロータリーソング 18時30分    「奉仕の理想」 

四 つ の テ ス ト  濱砂睦司 君 

ゲ ス ト 宮崎県南部グループガバナー補佐 河野清見君（串間RC） 

例 会 行 事 クラブ協議会 

 

会長時間 

6 月になりようやくプロ野球が開幕を迎えたり、様々なスポーツが再開出来るようになりつつあります。 

特に高校生には、各県の大会ができる様になったみたいで本当によかったと思います。高校時代の思い出が

残せてよかったなーと思います。 

さて、高校時代の思い出として、3 年生の時の野球部の甲子園出場、が一番華やかなおもいでですが、陰

に隠れて地味な山岳部が九州大会優勝したとこないだの同窓会で聞いたのですが、一番早く頂上に登った方

が優勝だと思っていましたが、いや違うのだと力説しました。登山競技とは何を競うかというと、インター

ハイは 3泊 4日で行われて、4人 1組で行動します。体力、天気図の描き方や読図、山岳の行程計画書、装

備などさまざまな項目がチェックされて、点数を競う競技だそうです。 

体力はどう評価されるのかとゆうと、例えば、登山中の 1人ずつの間隔が2メートル以上空いていたら減

点です。膝に手をついて苦しそうに登っていると「無理して登山しているのかな」と判断されます。雨が降

ると足場の悪い状況となり、滑りやすい場所では特に気を付けて歩行するようにします。 

 体力に自信がある選手がいたら、他の選手よりも重めの装備を背負うことも。1人につき重量は 15キロと

いうのが目安ですけど、体力ある人がいたら 1人で20キロ持って、残りの 3人で残りの 40キロを分けても

いい。インターハイの場合は装備の重さの規定がないので、装備の割り振り方で決めています。 

 歩いていると札がぶら下がっていて、ここは地図上ではどこでしょう、という印で、地図の登山道に垂直

に線を引いて提出します。 

「テント設営」は、制限時間 10分以内に完成させ、より丁寧に、より効率よく、より理にかなったテント設

営を競います。 

 １パーティ４名で協力して、テント設営中も設営後も審査があります。パーティシップが取れたチームが

高得点をあげることができると言えます。 

「炊事審査」は、より効率よく、安全に調理することができているか、また食糧計画に沿って調理している

かなどを審査されます。審査が終われば、みんなで作った料理を楽しくワイワイ食べる、至福のひと時で山

岳部の醍醐味のひとつです。 

「装備審査」登山行動、テント生活などで必要な持ち物を持っているかを審査されます。 

ただ持ってきてもやすやすと点数は稼げません。安全登山のための防水や、計画したとおりの数量であるか

など厳密に審査されます。 

「マナー審査」は、登山行動中はもちろん、大会期間中はいつでも審査員の目が光っています。いろいろな

観点があります。登山客の自分に対する視点に立ってみればマナーはどんなものかわかりますよね？ 

「気象審査」は、 NHK 第 2 放送の気象予報を聞きながら天気図用紙に情報を書き込んでいき、完成度が高



くて自らの予報を的確に当てれば高得点につながります。将来気象予報士目指しているなら是非とも山岳部

へ！ 

「地形知識審査」は、登る山や、その山域全体、あるいは登山に関する知識などをペーパーテストで腕試し。

いかに山岳ヲタになれるかがポイント！？ 

「救急知識審査」は、救急に関するペーパーテストを行います。あと、計画した医薬品を適切に扱えるかを

実技みたいな審査もあります。登山にはけがや熱中症のリスクと隣り合わせですから対処できる知識が必要

ですし、それらを予防しようという意味でも救急は重要かなと思います。 

「気象知識審査」は、天気図は気象審査担当に任せて、気象に関する知識のペーパーテストも別にあります。

小中学校の理科レベルの知識から必要になってきますから、忘れてしまった人は復習から始めましょう。気

象知識マスターは登山行動中にメンバーから重宝されること請け合い。先を見越した余裕を持った登山行動

が可能になります。 

「計画書・記録用紙審査」は、登山する日までに、どこに、どんな日程で、どういったメンバーで、どんな

装備・食糧計画しているか、医薬品は何を持っているか、そして自分でリサーチした大まかな地図なども付

けて計画書を作ります。それを登山届として登山口に置いてある箱に入れて行けば、万が一遭難したとき、

捜索で救出される可能性は高まります。また余裕を持った登山を導いてくれます。安全登山の基本です。ま

た登山中などはずっと必要な情報を記録していきます。計画書と記録用紙を提出し、審査を仰ぎます。  

 

ガバナー補佐アドレス    宮崎県南部グループガバナー補佐 河野清見君 

 地区からの報告の後、会員増強の件のお話を戴きました。 

 今年度は、前期としてはいつものロータリー活動をして頂きましたが、今年に入って

のコロナウイルの影響を受けて、思うように活動できなかったことは残念に思います。 

 一年間ご苦労様でした。そして一年間お世話になりました。有難うございました。 

 次年度もコロナウイルスの影響で、ロータリー活動も大変だと思いますが、よろしく

お願い致します。 

 

スマイル 

 鷹衛哲郎君 二度目の優勝有難うございました、三度目を目指します。 

 田島逸男君 久しぶりに茜会に参加しました、梅雨にも関わらず、雨も降らず、楽しく、しかもスループ

レーで日曜日の時間を有効に使う事が出来ました。私たちの同伴競技者が、優勝、準優勝そ

して3位の上位入賞を独占しました。本当にありがとうございました。 

 

クラブ協議会       各委員会の活動報告と反省 

クラブ管理運営委員会 

〈例会運営委員会〉 委 員 長 濱砂睦司  副委員長 村社浩二 

   委  員 守永裕一、簗瀬 敦、斎藤奈々、斉藤篤史、高崎広一郎、石崎智則、永田浩治 

一年間の活動実績  

１）例会プログラムの充実 

 ・会員卓話(結婚・誕生、新入会員)、ゲスト卓話の実施など 

〔ゲスト卓話（計５回）〕 

    7月17日 落語家 三遊亭天歌様 

    7月24日 宮崎大学副学長 明石良様 

    10月09日 宮崎RC会長 羽田野信悟様 

    11月27日 永野建設社長 永野伸弥様 

    1月29日 串間ウィンドヒル 竹内一孝様 

２）例会出席率の向上 

 ・委員輪番制による出席報告、例会案内のメール通知ほか 

 ・2018-2019年度 100％出席者表彰 9月18日実施（表彰者 25名） 

 ・2019-2020年度出席率(暫定)  96.21%  【目標 98%】 

 

一年間の反省  



１）例会プログラムの充実 

 ・卓話については、会員卓話・ゲスト卓話ともに概ね実施できたが、ゲスト卓話者選定に苦労した、次年

度は会員の皆さまからの紹介を強化するなどの活動が望まれる。 

２）例会出席率の向上 

 ・年間出席優秀者表彰、委員輪番制による出席報告、例会案内のメール通知等活動計画に則り、概ね実施

できた。今後は、年度途中での出席率（要ﾒｲｸｱｯﾌﾟ回数）を通知することで出席率の更なる向上が期待できる。 

 

予算施行額  

・年間実績 128,160円    〔年間予算額 130,000円〕 

   ゲスト卓話謝礼   47,160円 

   100％出席者記念品 81,000円 

 

クラブ管理運営委員会 

〈 親睦委員会〉  委 員 長 榎木田大資  副委員長 守永裕一 

        委  員 濱砂睦司 黒岩久登 

一年間の活動実績  

親睦委員会では7月サマー親睦会・12月家族アワー（忘年会）1月新年会を開催しました。 

サマー親睦会では私のマジックショーなど行いました。 

家族アワー（忘年会）では奥様、子供さんたちも多数参加してもらいマジシャン浮世君に来てもらい。中

国伝統の変面・カードマジック・風船マジックなどしてもらい大変皆様に喜んでもらいました。 

新年会ではオークションなどで盛り上がりました。 

茜会では親睦を深めるゴルフができました。 

観桜会・創立記念はコロナの影響で開催ができませんでした。 

一年間の反省  

一年間の反省はやはり親睦を深めるのに大切な事は準備だったと思います。しっかり準備をして迎える事

できた家族アワー（忘年会）で皆様の喜んでもらえたと思いますし、準備不足な親睦会で皆様の満足度が低

かったと思います。しっかりとした準備をおこなえばよかったと反省しています。 

タイムスケジュールもしっかり作成していればよかったと思いました。 

親睦会を楽しく、明るく心掛けていましたが不完全燃焼でした。 

 

予算施行額  

予算 705,600円   現段階施行額 349,686円 

サマー親睦会 108,594円 

家族アワー  138,770円 

新年会    102,322円 

観桜会  コロナ感染予防の為中止 

創立記念 請求額がきておりません 

 

クラブ管理運営委員会 

〈Ｒ情報委員会〉  委 員 長 鬼束忠男  副委員長 落丸正博 

           委  員 村上賀昭、 日高章太郎 

一年間の活動実績  

2020年 4月 15日、新入会員オリエンテーションを行う予定でしたが、新型コロナウイルスにより中止と

なりました。 

 

一年間の反省  

次年も、情報委員会でありますので、行いたいと思います。 

 

予算施行額 0 

 



   会員増強委員会 

〈会員増強 委員会〉 委 員 長 宮田真一郎 副委員長 菊池希樹 

           委  員  田島逸男、石灘寛樹 

一年間の活動実績  

目標会員数、現会員数35名純増 4名、内女性会員2名 

・上半期実績は、入会予定者のご都合で 0名でしたが1月に男性 2名女性1名の(純増2名)会員増強が出来

ました。 

・現会員への新入会員勧誘奨励。 

担当例会行事時に会員の皆様に、ご協力のお願いをしました。3 候補者の情報収集を行い、理事会に報告

する。 

 担当例会時に、皆さんのご協力で候補者リストを作成し、理事会に報告いたしました。 

・女性会員の勧誘。 

 1月に1名入会していただきました。 

 

一年間の反省  

年間目標に向かって、努力していくつもりでおりましたが、コロナウイルス感染という事態となり、ロー

タリー活動が停止してしまいました。残念ながら、実績としては、男性 2名、女性1名となり、純増目標と

しては、男性1名、女性1名という結果となりました。申し訳ございません。 

 

予算施行額 予算執行額 0円   残額 30000円 

 

 会員増強委員会 

〈職業分類委員会〉 委 員 長 小玉 淳  副委員長 渡邊 眞一郎 

           委  員  峰松 俊夫 

一年間の活動実績  

山口会長年度は、前半期は入会者 0 

        後半期 2020.01.08 片桐美香 君  スナック 

            2020.01.08 鷹衛哲郎 君  信用金庫 

            2020.02.05 上村博文 君  損害保険 

の3人が入会されました。 

 

2019.09.04の例会において、分類表の記載事項を変更訂正しました。 

村社浩二君、斉藤篤史君にかかわるところです。(資料添付） 

本年度委員会は当初より、職業分類についてはクラブの分類表に照らし理事会の決定で良とするとしていた。 

 

一年間の反省  

2019年の規定審議会において、クラブ標準定款の変更が決定し 

 職業分類制度の廃止 

職業分類という言葉は残っているものの、職業分類による入会制限は無くなり、一人一業種制度は完全に撤

廃されました。 

職業分類制度を廃止して、社会に何らかの貢献している人ならば、誰でも入会できるようになりました。職

業を持たない家庭の主婦、無職、退職者でも、何らかの形で社会に貢献している人が入会可能になりました。 

従って、職業分類委員会の存在理由がないので次年度より当委員会の廃止を 

村岡会長エレクトに進言いたしました。 

会員には職業分類がついていることをお忘れなく。 

 

予算施行額    0 

 

〈 雑誌会報広報委員会〉 委 員 長 河野通郎  副委員長 菊池希樹 

           委  員 簗瀬 敦 



一年間の活動実績 

1.前期の委員会活動としては予定通りに進行しましたが、後期に関してはコロナウイルスの影響もあり、3

月、4月（4月1日の分は発行）、5月と週報が発行できませんでした。 

2.「ロータリーの友」の案内も 3月以降できませんでした。 

 

一年間の反省   

コロナウイルスの影響により 45部の週報を発行できなかったことが残念です 

予算施行額 30,000円 

 

奉仕プロジェクト委員会 

〈 職業奉仕委員会〉 委 員 長 井野畑善順 副委員長 斉藤 篤史 

          委  員 桑村文昭 

一年間の活動実績  

・前期は委員会を開催出来ずに終了してしまいましたが、２月に開催予定の職業奉仕委員会アワーを、職場

訪問例会として調整中。        

一年間の反省  

・2月12日(水)に職場訪問例会を、九州電力株式会社日南営業所にて開催した。 

当クラブ濱砂会員のご協力の元、例会と職場見学を予定通りに行う事が出来た。 

反省点と言えば、限られた時間内での見学だったので、個人的にはもう少しじっくりと見せて頂きたかった

のが心残りであった。        

予算施行額  予算額50,000円 

現段階執行額 4,505円 残 45,495円 

翡翠賞賞状代等は、請求額がまだでておりません。 

 

奉仕プロジェクト委員会 

〈社会奉仕委員会〉 委 員 長 豊田裕康  副委員長 古澤昌子 

           委  員  土屋昭次 村社浩二 

一年間の活動実績  

環境愛護デー 道路清掃活動 

 日時：令和元年８月９日（金）午前６時３０分～ 

 場所：テクノセンター集合，油津地区道路 

 参加人数：１６名 

翡翠賞の選考 

   最終例会において表彰予定 

   「日南太鼓衆 爽空」 

 

一年間の反省  

  委員会の開催ができなかった点は反省点である。 

 

予算施行 額 30,000円 

 

奉仕プロジェクト委員会 

〈 国際奉仕委員会〉 委 員 長 落丸正博  副委員長 野崎正彦 

           委  員  榎木田大資 桑村文昭 

一年間の活動実績  

前期  

11月20日委員会アワーに、ゲストとして新規国際交流員アメリカフロリダ州出身のブショング ケイト エ

レナ氏を招き、ご自身の体験談やなぜ外国人にミドルネームがあるのかの理由等の話をして頂きました。 

後期 

新型コロナウイルスの関係で国際大会の中止、定例会の休会や会議等もできなくなり、実績もなく、また報



告もありません。 

 

一年間の反省  

反省ではないですが、上記、新型コロナウイルスの影響により、ロータリーの各大会や会議の中止により、

参加できず、また委員会等の会議が出来なかった事。 

 

予算施行額     0 

 

 

奉仕プロジェクト委員会 

〈青少年奉仕委員会〉 委 員 長 黒岩 久登 副委員長 阿部 政廣 

           委  員  日髙章太郎、髙﨑広一郎 

一年間の活動実績  

１・高校生就職支援セミナーを開催した。日南振徳高校 3年生を対象に就職 

支援活動の一環としてクラブ会員による、模擬面接の実施 28名の参加があった。 

２・少年野球・秋季大会協賛団体として参加した。当初は主催を希望したが 

日程の都合上、単独の大会開催はできず、秋季大会に名前を出す形で参加した。 

 

一年間の反省  

就職支援セミナー 

本番前に模擬実践方式で、面接の雰囲気、注意点、態度、話しかたなどをチエックシートした。高校生にと

っては非常に有効であったと思います。長く続けていくべきセミナーだと考えます。 

少年野球大会への参加 

ロータリークラブ単独の開催には至らなかったが、野球関係者の間ではロータリークラブの話題が多く取り

上げられ、知名度アップに貢献できたと自負しております。 

 

予算施行額 予 算 120,000 

施行額 74,400 

模擬面接お茶代  5400円 

マンゴウリーグ広告 10,000円 

少年野球（ボールなど） 59,000円 

 

 

ロータリー財団委員会 委 員 長 竹井崇利 副委員長 石灘寛樹 

           委  員 清水満雄 

一年間の活動実績  

100万ドルランチ（月１回）を実施しました。例会が 3月～5月休会でした。 9ケ月間で 106,500円を財団

に寄付しました。また、クラブより一人 10ドルを寄付しました。 

「米山奨学会」につては一人 3,000円を寄付しました。 

地区の財団セミナー（８月４日）に参加しました。 

わかば奨学会の地区補助金申請（2020～2021）は無事に40万円の認可を頂きました。 

わかばランチ（月１回）を実施ました。金額は確定しておりませんが 10万円～11万円です。 

 

一年間の反省  

１． 財団への寄付一人 150 ドルを目指しましたが、実行できませんでした。しかし、他の「米山奨学会」

「わかば奨学会」については計画通り達成することができました。 

 

予算施行額 0円 

 

会場監督SAA 



 SAA 竹井崇利   

  副SAA 鬼束忠男、井野畑善順 

一年間の活動実績  

例会をはじめとするすべての会議が、秩序楽しく運営されるよう心を配り、品位と雰囲気を良好に楽しくな

るよう心がけたつもりですが、堅苦しくなってしまいました。反省しております。 

スマイル 162,000円 

BOX    104,120円 

オークション55,700円      合計   321,820円 

 

 本年度は、山口会長の意向で「クラブの目的」の例会での朗読を実施しました。ご協力いただきありがと

うございました。 

 

一年間の反省  

 スマイルは40万円目標にしましたが、三ヵ月の例会休会により 

 目標未達となってしまいました。次年度はご協力お願いします。 

予算施行額 0円 

 

 

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 5 31 24 1 6 25 80.64％ 

 出席免除 渡邊、村上、清水、野崎、土屋 

 先取ＭＵ 石崎 

欠 席 上村、菊池、峰松、髙﨑、守永、永田 
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