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 今日はバレンタインデーで

す。もともと、セントバレンタ

インズデーは269年にローマ皇帝

の迫害下で殉教した聖ウァレン

ティヌスが２月14日に死亡した

ことから、この日が世界で愛を

語る記念日になったことから生じたと言われて

います。 

 そして、なぜか日本では「チョコレートを贈

る日」という位置づけがされていますが、どう

もそれは昭和30年代くらいから流行したらしい

のです。一番初めはモロゾフが1936年に「あな

たのバレンタイン（=愛しい方）にチョコレー

トを贈りましょう」と広告を出したのが由来と

言われていまして、そこにメリーチョコレー

ト、伊勢丹、森永、ソニプラなどが加わって、

少しずつですが、この慣習を育ててきたようで

す。 

 なんとバレンタインで消費されるチョコレート

は、１年間の20%だとか。もちろん「お菓子メー

カーとデパートの陰謀」と言ってしまうとつまら

ないのですが、実際には贈る方、贈られる方の両

方のうれしさがあることから習慣として根付いた

のでしょうね。 

 なお、欧米では、ケーキや花やカードを送るそ

うですが、特にチョコレートではないそうです。

さらにすごいのが、日本独自で発展した「ホワイ

トデー」で、これは日本独自の発案だとか。 

 今日は一日中、チョコレートの話が飛び交うと

思いますが、楽しい習慣としていっしょに過ごす

のがいいですね。ぜひ、一日、お楽しみくださ

い。 

 ２月９日(日)、熊本空港ホテルエミナースに

て、地区指導者育成セミナーが開催され、参加し

てきました。なんか体調悪いなと思いながら行き

ましたが、案の定、次の日から２日間寝込んでし

まいました。 

 中川パスト会長担当のセミナーなので、申し訳

ないんですが、体調不良と言うのもあり、ほとん

ど覚えてません。だいたいセミナーを聞いても、

終わって会場を出る時には80％くらい忘れてるの

では無いでしょうか、家に帰り着く頃には、ほと

んど忘れてると思います。 

 今回は、地区研修リーダーの木下パストガバ

ナーの「ロータリーを自分の言葉で語ろう」と言

うテーマの話と、岡村直前ガバナーの「ロータ

リーの目的とＲＩ戦略計画」と言うテーマでの話

がありました。木下パストがバナーはまじめで学

者肌というか、内容は濃いんですが難しすぎて、

理解する事が出来ませんでした。逆に岡村パスト

がバナーの話は、内容は薄いんですが、みんなの

やる気を引き出すような話し方が旨いんだなーと

思いました。 

 セミナーそのものよりも、実際に地区を指導し

てきた人の人間観察をして、いい所を真似ればい

いのかなと思います。今回は話をされませんでし
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たが、以前に奉仕プロジェクトのセミナーで本

田パストガバナーが１冊の本を紹介されまし

た。 「自助論」と言う本ですが、その場でダ

ウンロードして読みましたが、指導者と言うか

人間としての生き方を書かれた本なので、皆さ

んも機会が有ったら是非読んでみて下さい。 

 ＲＩより、2013年手続要覧のPDFファイルが

下記アドレスよりダウンロード出来るようにな

りましたとの連絡がありましたので、ご報告い

たします。 

http://www.rotary.org/myrotary/ja/

document/468 

 インフルエンザが猛威を振るってるようです

ので、体調管理には十分ご注意下さい。 

 

 

 

   幹事 井手富浩 
 

【連絡事項】  

①宇城ＲＣより、創立10周年記念式典の案内が 

 届いております。申込締切:4/10(木）  

    日 時: 5/24(土)13:30～19:00  

    場 所: 松橋ホワイトパレス   

②地区より鳥井会長エレクトへ2014～2015年度 

 ＲＩ第2720地区会長エレクト研修セミナー 

 （PETS）2日間 開催案内が届いております。 

   日 時: 3/21 (金) 13:00～17:00 

       3/22 (土)  9:00～17:00 

   場 所: 大分県労働福祉会館 

            （全労済ソレイエ）   

   3/21(金)親睦交流会 18:00～20:00 

   場 所: 大分オアシスタワーホテル  

③ひとよし春風マラソン実行委員会事務局より 

 第11回 ひとよしマラソン実行委員会の会議  

 資料が届いています。→渡辺会長へお渡し 

④地区より「ロータリー財団ハンドブック」及 

 び、ポリオ撲滅のパンフレットが届いており 

 ます。→ 次年度宮原Ｒ財団委員長へ 

⑤2/21(金)に予定しておりましたクラブ協議会 

 を2/28（金）に変更させて頂きます。  

【回覧物】       

①多良木ＲＣ週報    

②公益社団法人くまもと被害者支援センター 

  手記～犯罪被害者や遺族の思い～「もう一度 

  微笑んで」第４集・くまもと被害者支援セン 

 ター「10周年記念誌」 

【例会変更・取止め】 

八代南RC2/25→18:30～ｸﾗﾌﾞﾌｫｰﾗﾑの為  

 八代グランドホテルに変更 

 

 

 

 

   Paul Harris Fellow 
     認証ピンの授与 

      大久保勝人会員 
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【会員よりお知らせ】    山賀勝彦会員 

              

     第17回 

  明治大学マンドリンクラブ 

  人吉演奏会のご案内 

 日 時：平成26年３月22日(土） 

    開演 午後６時３０分 

 場 所：人吉カルチャーパレス  

       前売券2000円（学生1000円） 

     当日券2500円（学生1200円）  

 主 催：明治大学人吉球磨同窓紫会 

 

【来訪者より】 
   
       卓   話          
 
 「 かけがえのない命と私の存在価値 」 

 

ガバナー補佐 摂津隆祐 

 「かけがえのない命」と言わ

れるが、「かけがえのない」と

は、言葉でいえば、「他を以っ

て替えることが出来ない」とい

う意味だけど、これを数字で表

せないかと考えました。私の父

摂津岩雄と母親キクエの間に、私が生まれる確

率はどれくらいだったのだろうか。異論がある

のを承知で、私なりの、おおざっぱな試算を

やってみると、 

確率＝１/Ⅹ  Ⅹ＝Ａ×Ｂ×Ｃ×Ｄ 

本日の出席率 

会   員   数   65名    77.42% 

出 席 免 除  3名 1 / 3 1 出席率 82.26％ 

欠 席 者 数  14名 補  填  数 14名 

出 席 者 数  48名 修 正 出 席 率 98.39％ 

＊届け出欠席 立山・岩井・本田・馬場・中村・田中・浅野 

       小林清・尾上・山田・高山・渕田・小林祐・大賀   

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本 

＊メークアップ  

 ｸﾗﾌﾞ研修ﾘｰﾀﾞｰ育成ｾﾐﾅｰ；中川×2（2/8～2/9）  

 地区指導者育成ｾﾐﾅｰ；中川・渡辺 

 人吉RAC例会；平田・立山・武末・山賀・安達・水野      



Ａ＝岩雄がキクエと結婚した確率（日本人と  

    限って結婚対象者数）：10,000,000＝107 

Ｂ＝岩雄が一生に射精した数：2,000＝2×103 

Ｃ＝１回の射精で出る精子の数：200,000,000 

    ＝2×108 

Ｄ＝キクエが一生に排卵した数:250＝2.5×102 

Ⅹ＝107×2×103×2×108×2.5×102＝1021 

即ち私の両親から私が生まれる確率＝1/1021＝ 

 1/1,000,000,000,000,000,000,000 

1021 という数字は、いわゆる天文学的な数字で

あるが天文学的数字の中で、今分かっている宇

宙の端から端までの距離は、200億光年といわ

れている。 

 光の速度＝300,000km/秒＝3×105km/秒 

 １年＝365×24×60×60＝3.2×107秒 従って 

 １光年＝3×105×3.2×10７＝1013km 

200億光年＝20,000,000,000×1013＝2×1010×  

           1013 ＝2×1023km 

宇宙の両端までの距離をkmで表すと、私が両親

から生まれた確率は２桁の差しかない。（これ

をミクロンで表すと2×1032kmとなり、1.5倍の

桁になる。） 

 私の祖先もこの確率で生まれたわけで、１代

さかのぼるごとに1/1021を掛けていけば、 

私が生まれる確率（２代さかのぼると）＝

（1/1021）×（1/1021）＝1/1042 

私が生まれる確率（３代さかのぼると）＝

（1/1042）×（1/1021）＝1/1063 

私が生まれる確率（４代さかのぼると）＝

（1/1063）×（1/1021）＝1/1084 

私が生まれる確率（５代さかのぼると）＝

（1/1084）×（1/1021）＝1/10105 となり、 

アダムとイブまでさかのぼれば、天文学どころ

ではなく、神のみぞ知る確率になる。私がこの

世に生を受けたこと自体が、とても素晴らしい

ことである。 

 この素晴らしい命は、死ぬことは私自身の意

志で、すぐに出来るけれど、次の瞬間まで生き

ていることは、私自身の意志だけでは、ままな

らない。 

「生かされている」と感じざるをえない。「生

かされている」以上、何か私の存在価値がある

のかもしれない。このことを感じて、今を一生

懸命生きよう。 

 ロータリーの綱領に、「すべての有用な職業

は尊重されるべきである」と謳ってある。そこ

で私は、「すべての善良な人間は尊重されるべ

きである」と謳いたい。 

 よく冗談で、この次生まれてくるとしたら、

男がいいか、女がいいかの話をする。でもこの

ような確率で生まれてきた私が、再びこの世に

生を受けることはあり得ない。ちなみに地球誕

生以来、この世に生を受けた人間の数はどれく

らいだろう。１世代を25年とすると１世紀で4

世代である。人類誕生が7～800万年前と言われ

ているから、仮に１千万年として、10万世紀で

あり、世代としては40万世代である。 

 現代は１世代6～70億人だけど、これを１世

代１億人と仮定した時に、この世に生を受けた

人間の数は 400,000×100,000,000 ＝ 

40,000,000,000,000（40兆）＝4×1013である。

40兆人の人間しかこの世に生を受けていないの

に、先程の神のみぞ知る確率でしか生まれない

私が再びこの世に生を受けることなどあり得な

い。 

 

    宇城ロータリークラブ 

    創立10周年記念式典のご案内 

 

 私ども宇城ロータリークラブは、スポンサー

なしで、28名のチャーターメンバーにより平成

16年1月9日に創立発足し、同年1月28日国際

ロータリーに加盟認証されました。 

 以来、奉仕の実践に努めてまいりました、早

いもので本年度創立10周年を迎えることとなり

ました。この10周年を振り返り、これからの更

なる飛躍の説目としまして、ささやかながら記

念式典及び祝賀会を開催したいと存じます。 

 人吉ロータリークラブの皆さまにはご多用中

のところ大変恐縮に存じますが、多数ご来臨を

賜りますようご案内いたします。 
 
   日  時：平成２６年５月２４日(土） 

           式    典：13:30～19:00 

           記念講演：16:00～17:00 

                淨蓮寺ご住職 高川実玄様 

                     演題「いのち」 

            祝 賀 会：17:20～19:00    

  会  場：松橋ホワイトパレス 

  登録料：会員.同伴/10,000円 

  締 切：4/10（木） 

 

【雑誌委員会】 

 

   ロータリーの友２月号の紹介  

           紹介者 下田文仁会員 

２月は「世界理解月間」。その視点から。 

2012-13年度国際ロータリー会長 

田中作次 平和への願い 

「他者のニーズが、自分のニーズよりも大切だ

と思い、社会全体のための共通の目標に向かっ

て力を合わせることができるようになれば、す

副会長   佐藤隼一            

実行委員長 小川 喬 

幹事    山迫 薫 



を上げて豊かになり、文字が読めず、銃だけが

使える若者は利用され、戦争に駆り立てられ、

「恵まれているものは敵だ」と刷り込まれる。

この連鎖を断ち切って平和をもたらすために教

育が鍵となる。「2020年までに、すべての子ど

もに小中学校の教育を受けさせる」ことを目標

としている。  

 

【ニコニコ箱委員会】   委員長 青木一幸 

・摂津ガバナー補佐 ガバナー補佐として2回目 

 の訪問です。宜しくお願いいたします。 

・宇城ＲＣ 歴史ある人吉ＲＣの例会に参加で 

 きて大変嬉しく思っております。今後共宜し 

 くお願い致します。          

・山賀会員 明大マンドリンクラブ人吉演奏会 

 開催に際し、皆様方にはご迷惑をお掛け致し 

 ます。多くの皆様のご来場をお待ちしており 

 ます。                

・堤正博会員 ○1月23日、生活衛生部門の最優 

 良施設として我社が知事表彰を受けました。 

 ○今年も熊本産の赤桃を使ったリキュール 

 「ももも」を発売しました。1,300本の限定発 

 売です。○摂津ガバナー補佐の卓話ありがと 

 うございました。           

・中川会員 宇城ＲＣのご来訪を歓迎いたしま 

 す。10周年誠におめでとうございます。参加 

 させて戴く予定にしております。準備大変で 

 しょうが頑張ってください。      

・井手幹事 摂津ガバナー補佐、大変意味深い 

 (理系出身）卓話ありがとうございました。宇 

 城ＲＣ佐藤副会長、小川10周年委員長、山迫 

 幹事御来訪御来訪ありがとうございます。ぜ 

 ひ大勢で参加させて頂きたいと思います。 

                    

・渡辺会長 摂津ガバナー補佐、卓話ありがと 

 うございました。宇城ＲＣ10周年おめでとう 

 ございます。参加させていただきます。 

・伊久美会員 宇城ＲＣの10周年のお祝を申し 

 上げます。式典には喜んで出席いたします。 

                    

・岩本会員 誕生祝ありがとうございます。 

                    

・北会員 葬儀参列のため早退します。  

 

       点 鐘  渡辺洋文会長 

 

 

 

べてが変わります。」  

奉仕を通じて寛容・感謝の心が生まれ、それが

平和をもたらす  
 
国際親善の輪 

各地のロータリークラブがそれぞれの形で国際

親善にかかわっている。  

東京八王子ＲＣは、かつて受け入れたトルコか

らの青少年交換学生（ローテックス）をイン

ターンシップとして大学の研究室に導き、岩槻 

中央ＲＣは、フィリピンでＷＣＳ（世界社会奉

仕）検証ツアーに参加して小学校に飲料用浄水

器を設置するなど。 
 
人頭分担金について知るための７つのこと 

国際ロータリーの財政と意義 

①国際ロータリーに支払われる人頭分担金 53ド 

ル（約5400円）  

②人頭分担金の値上げの理由 １ドルの値上げ。

値上げしなければ、20184年には赤字900億ドル  

③支出を減らさない理由  

意味ある支出を減らすことは、地域社会に与え

る影響力を減らすことになる。 

組織として成長するために、スタッフや技術に

投資し続けることも大切。 

④人頭分担金ほかの財源  

ロータリーの収入の６５％は人頭分担金。その

他の収入源は、投資収益や出版物収入、登録料

など  

⑤ロータリーの財政は健全か  

一般余剰金は目標額を上回っており、収支のバ

ランスも取れている。 

⑥国際ロータリーは、ロータリー財団を特別に

支援するか  

財団を綿密に調査して財務的に支援。ポリオプ

ラスに1000万ドル。  

⑦ほかの奉仕団体と比べたら  

「CharityNavigator」４つ星（最高評価）  

「BetterBusinessBureau」20の信頼基準をすべ

て満たす  
 
SPEECH「平和」  

NPO法人ルワンダの教育を考える会理事長 

カンベンガ・マリールイズ 

ルワンダは小さな国だが人口密度はアフリカで

もっとも高い。ベルギーの植民地時代からフツ

族とツチ族との民族対立が煽られてきた。 

カンベンガ・マリールイズは28才の頃、福島県

で洋裁研修を受け、帰国後、内戦と大量虐殺に

遭遇。難民キャンプを経て、留学生として、福 

島市の桜の聖母短期大学へ。そこで「ルワンダ

の教育を考える会」を立ち上げ、首都キガリに

学校建設。 

ルワンダに学校が必要な理由  

学校に行けるのは30％の者はさらに社会的地位


