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 １０月 職業奉仕米山月間 

点 鐘       鳥井正徳会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 山田仁法委員長 

           国 歌 「君が代」 

            Ｒ Ｓ 「奉仕の理想」 
 
司会・進行  水野虎彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員長 

 

 

   会長 鳥井正徳 

 

 朝夕はめっきり涼しくなり、いよいよ秋本番

の到来と思っていましてが、御嶽山の大噴火

で、４７名の死者を出す大惨事となり、戦後最

悪の事態となりました。一日も早い火山の終息

を祈らずには折れません。スポーツの秋、食欲

の秋、芸術の秋、読書の秋をゆっくり楽しみた

いと思っていましたが、うち続く自然の猛威に

すっきりしない不安な気分が続きます。 

 ９月２６日（金）には、職業奉仕委員会の家

庭集会が行われました。浦田委員長をはじめ各

委員の出席の下に、本年度の３つの計画である

外部卓話、職場訪問例会、優良従業員表彰につ

いて具体的な検討がなされました。そして、今

後は、青少年の職業指導、支援面への取り組み

も考えられるのではないかという話題となりま

した。その後懇親会に入り、各方面に話が広が

り、お互いの懇親が深められました。計画の具

現化に向けてよろしくお願い申し上げます。 

 ガバナー月信１０月号が届き、小山泰直ガバ

ナーからの電子メールでのメッセージが届いて

いますので、かいつまんで申し上げます。（紹

介いたします。） 

■１０月は職業奉仕月間です。職業奉仕は、

ロータリーの金看板といわれながらも私たちは

必ずしも職業奉仕の概念を理解していませんで

した。セミナーでは基本的な知識が分かり易く

解説されていました。地区委員が独自に作成

したハンドブックが配布されます。ご活用お

願いします。 

■また１０月は米山月間です。米山記念奨学

会ＲＩ（国際ロータリー）の事業ではありま

せん。日本のロータリアンが独自に作り上げ

たものです。日本全地区によるロータリーの

共同奉仕作業としてＲＩから認められていま

す。財団創設時の先達の方々の創設に向けて

の思いを知り、米山奨学金の存在意識を再認

識する機会となりました。ロータリーがめざ

す世界平和の実現は、政治の力よりむしろ私

たちのこのような日々の活動にこそ根付いて

いるのではないかと感じました。ロータリー

は様々な事業をしています。それらを月間と

して年間行事に組み入れています。一つひと

つを積み上げていけば、それだけでロータ

リーの全体像が見えてきます。そして、その

知識を頭の中だけでなく、口に出して言って

みましょう。 

とありました。スローガンに「ロータリーの

原点を見つめ直す」ことを揚げておられるガ

バナーらしいメッセージだと思いました。 

 本日は、例会の活性化の一つとしてお願い

していました「パスト会長の話の泉」の第１

回目として、岩本泰典パスト会長にお願いい

たしました。卓話の内容については一切注文

をつけておりません。どんな話しが聞けるか

楽しみでございます。 

 

  

   幹事 有馬宏昭 
 

【連絡事項】 

①国際ロータリ第2720地区小山康直ガバナー 

 より広島土砂災害義捐金のお礼が届いてい 

 ます。73クラブから総額999,297円をお預か 

 りしましたとことです。 



②国際ロータリー第2720地区ガバナー事務局より 

 平成26年度10月のガバナー月信を地区ホーム 

 ページに掲載いたしました。会員の皆様にお知 

 らせくださいと連絡がありました。 

③熊本県広告景観向上推進協議会から平成26年度  

 分会費納入の依頼が届いています。年会費は 

 4,000円です。→岩井環境保全委員長へ 

④第61回人吉球磨総合美展開会式のご案内が届い 

 ています。 

 テープカット(開会式) 10/11(土)10:00から       

 →鳥井会長にお渡しします。 

【回覧物】 

①日田ＲＣ５０周年記念誌が届いています。 

②玉名中央ＲＣから週報が届いています。 

③人吉医療センターから「平成25年度 病院年 

 鑑」が届いています。 

【例会変更及び取り止め】 

①八代南ＲＣより、10月21日(火)は｢クラブフォー 

 ラム｣の為、18:30からに変更します。 

 10月28日(火)は｢職場訪問例会｣の為、場所を八 

 代グランドホテルから花農園へ変更します。 

  

※連絡事項で報告しましたガバナー月信につきま

して、パソコン等で閲覧ができない方がおられる

のではないかと思います。そこで、例会時にプロ

ジェクターでホームページの内容を閲覧する方

法、白黒ではありますが、紙に印刷し配布する方

法など考えています。会員の皆様のご希望を取り

たいと考えています。 

以上、幹事報告を終わります。 

 

【親睦委員会】       委員長 下田文仁 

10月の誕生祝い  

 小林祐介会員  11日   漆野智康会員  14日 

 和田栄司会員  20日  馴田信治会員  28日 

 浅野 強会員  30日 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

  委員長 村山能史 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【親睦委員会】       下田文仁委員長 

 

【プログラム委員会】 

 

      パスト会長 卓話の泉 
                                     

                   岩本泰典 

 

 9月30日、宮山会員に誘われて鹿児島の阿久根へ

夜釣りに行きました。途中、水野プログラム委員

長から電話が入り、３日の例会にＰ会長卓話を計

画していたが、予定者の体調が悪く代理の代理で

お願い出来ぬかとの事。確か、Ｐ会長卓話はやっ

てなかったので体験するか、と引き受けました。 

  

韓国訪問とコルク。台湾での国際大会。別府での

地区大会へ臨時列車を走らせた事。春木会員葬儀

  

ドラコン 

  

  70歳以上  69歳以下 

中島博之 － 

北昌二郎 板井英朗 

ニアピン   
    片岡啓一    中島博之 

    北昌二郎     

べスグロ  
69歳以下   北昌二郎  

70歳以上   岩本泰典 

  ゴルフ愛好会９月例杯成績ゴルフ愛好会９月例杯成績  99/28球磨ＣＣ 

順  位 競技者名 OUT ＩＮ Total H.C. NET 

優勝 北昌二郎 39 41 80 10 70 

準優勝 板井英朗 52 49 101 24 77 

３位 片岡啓一 51 51 102 25 77 

４位 岩本泰典 47 49 96 18 78 

５位 浦田繁喜 51 48 99 20 79 

 敢闘賞  中島博之 

＊届け出欠席 大野・安達・中川・小林祐・塚本・上田・有村 

       平田・北・村田・青木・中村・尾上・大賀・堀川 

       葉山・馬場  

＊出席免除会員 (b) 増田，愛甲，山本，高山，丸尾，赤池          

＊メークアップ  

 社会奉仕委員会家庭集会；片岡・鳥井・延岡・有馬・山賀・板井 

             戸高・石蔵・上田 

 地区ガバナー補佐会議；中川 

 米山奨学生夏季研修；伊久美  職業奉仕セミナー；浦田 

10月の結婚祝い  

 和田栄司会員   3日   赤池利光会員  10日 

 石蔵尚之会員  13日  板井英朗会員  15日 

 川越公弘会員  15日  中島博之会員 17日 

本日の出席率 

会   員   数   63名   70.18% 

出 席 免 除  6名 9 / 1 9 出席率 79.31％ 

欠 席 者 数 17名 補  填  数 12名 

出 席 者 数  40名 修 正 出 席 率 100％ 



の弔辞。霧島ゴルフ場でのエピソード。ＲＣへの

出戻り。人吉ＲＣ主催の年次大会。中央クラブの

誕生。これ等の「裏話」を準備して出向きました

ら、体調不良を理由に卓話を断わられた筈の伊久

美、釜田先輩に加え浦田先輩の顔がみえます。 

出席できるのなら引き受ければ良いのにと思い、

傍に居られた釜田先輩に代るよう声を掛けまし

た。そしたら、心臓が悪くて引退さえ思っている

のにそれどころか！との返事。この人達を前にＲ

Ｃの話をすると「馬鹿が、また要らん事ば言う」

と言われるのが分かっています。故に急遽内容を

変更し、咄嗟に出来る胃切りの話にしました。結

果は起承転結の無い、そして釣り道具一式まで準

備してくれた宮山会員には失礼な事を申したかも

知れません。原因は、話しを急遽変更せざるを得

なかった先輩達の出席にあります。責めるのであ

れば、この方々を責めて下さい。 

 

卓話の折、癌にはアガリクス茸より効くという茸

名を思い出せませんでしたが、その名は山伏茸で

した。しかし、これを研究開発された、私と同年

の博士が胃癌で亡くなられたのですから無意味な

茸名でした。帰宅後、卓話の結びに先人達の健康

法をお伝えすれば良かったのにと悔みました。 

 

あさぎり町に「矢切の渡し」をもじって「胃切り

の私」という胃癌患者の会がありました。私は参

加していませんでしたが、全国的な胃切患者の会

「アルファ・クラブ」に入会しています。「医師

と患者の話し合い。患者同志の助け合い」を合言

葉に病院会員・個人会員を合わせて6000名強の会

です。会長は慈恵医大の青木照明先生。王貞治氏

の胃癌を執刀された北島政樹先生も指導の立場で

名を連ねて居られます。特別顧問には、103歳にな

られた聖路加国際病院理事長の日野原重明先生の

名があり「新老人の会」等で活躍されています。

今朝（５日）の日経新聞に「日野原重明さん103歳

に」という見出しで、10月4日の誕生祝賀会が報道

されていました。来週は台湾で講演され、手帳に

は10年先の予定も書き込んであるそうです。 

 

先生の健康法は、口を細めフッフッフッと１メー

トル先のロウソクを吹き消す勢いで10回ほど続け

ます。もう一つはうつ伏せ寝ですが、胃切りの私

には腹部を圧迫し逆流が伴いますので無理でし

た。しかし、起床前に10分程度うつ伏せをやりま

すと成程と思う結果が得られます。 

 

冒険家でプロスキーヤーの三浦雄一郎さんご一家

は、父親敬三さんが100歳を超えてもスキーをやら

れました。そしてご子息もスキーヤーですが、ご

一家の健康も呼吸法で、片方の鼻を塞いで3回、次

に逆の鼻を塞いで3回。ゆったりした呼吸で、穏や

かな心境に入れます。日野原先生や三浦家の健康

法は、どちらも一日２～３回やれば良いとの事で

すから、思い出した時にやってみてください。 

それに比べ、日野原先生の年齢までは20年もある

のに、体調が悪いとの理由で卓話を断わられた先

輩方の情けなさ。今後は、例会に出席できるよう

な先輩の代役は務めません。どうぞ、日野原先生

の年齢に達する20年先までの予定を書いて下さ

い。 

 

NHKの「ためしてガッテン」で猫背の事を取り上げ

ていました。私はかかとを主に歩いていました

ら、この歩き方では猫背になるのだそうです。教

えの通り、つま先を意識するようにしましたら腰

や背筋が伸びました。これ以上知りたい方へは有

料にて応じます。卓話中、失礼な言葉があったと

したらお詫び申し上げます。すみませんでした。

事務局より原稿依頼がりましたので心残りの分を

加筆させて頂きました。 

 

 

  ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 浅野  強会員より、

亡母会葬お礼として、

Ｒ財団、米山記念奨学

会へご寄付がありまし

た。 

 

 

 ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 

 丸尾 孜会員より、Ｒ財

団、米山記念奨学会へご寄

付がありました。 

      丸尾 孜会員

｢家族の看病のため、しば

らくの間例会出席を免除し

て頂いております。皆様のご理解を宜しくお願い

します。」 

 

 
【ニコニコ箱委員会】     委員 武末憲一 
・岩本会員 くだらんつたないパスト会長卓話を 
  お聞きいただきましてありがとうございまし 
 た。                    
・武末会員 10/3、本日よりおくんち祭りが開催 
 されます。本日は「鎮火祭」「半纏おろし」etc 
 が始まります。ロータリークラブで放流した池 
 の鯉にエサをあげて下さい！ロータリーバッヂ 
 を忘れて来ました。                    
・鳥井会長 岩本泰典パスト会長、本日は「パス 
 ト会長の卓話の泉」の卓話有りがとうございま 
 した。ユーモアを交えられた貴重なお話しで例 
 会が楽しくなりました。                
・板井会員 結婚祝、ありがとうございました。 



 又、ゴルフの賞品もありがとうございました。 
 （壺に入った繊月でした。）            
・浅野会員 母の通夜、葬儀に参列ありがとうご 
 ざいました。誕生記念ありがとうございまし 
 た。                                 
・延岡会員 労働基準協会のソフトボール大会で 
 我が社が優勝しました。準決勝で浅野電機さん 
 に勝って、その勢いで優勝しましたのでニコニ 
 コします。                            
・和田会員 誕生、結婚祝い、ありがとうござい 
  ました。                              
【米山記念奨学委員会】 
・葉山会員 伊久美さん米山記念奨学会理事の大 
 役お疲れ様でした。また、感謝状授与おめでと 
 うございます。                
【Ｒ財団委員会】 
・延岡会員 同上                       
 
 

      点 鐘  鳥井正徳会長 

 

   ********* １０月例会予定 ********* 

 

   １０/１０(金) 通常例会 

           外部卓話 

           ハローワーク球磨所長 
         
   １０/１７(金)  通常例会 

           2720地区米山奨学生 

           李秋実君卓話 

           （世話クラブ人吉中央ＲＣ） 

         

   10/２４(金)→２５(土)へ変更  

    くま川鉄道 田園シンフォニー列車例会  

                             18時集合  

 

   １０/31(金) 例会取止め 

  

 

     ********* 10月の行事 ********* 

 

 10/4(土)～5(日)  

    RLIクラブ研修リーダー育成セミナー 

                 （大分） 

 

 10/9(木) プログラム委員会家庭集会 

 

 10/11(土)～12(日) 

    第30回地区ﾛｰﾀｰｱｸﾄ年次大会（熊本） 

 

 10/14(火)青少年育成・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会 

      合同家庭集会 

 

 10/19(日)熊本第6グループ合同コンペ 

      球磨ＣＣ 9時30分開会   

 

 

 

 

 

 

       ロータリーの名称と徽章の使い方 

         

 色使いや楔穴が削除されているなど、いろいろ

な間違いがあります。ロータリーの徽章は世界各

地でクラブとその会員を表す唯一の標章です。

ロータリークラブの例会場所の目印となったり、

クラブや地区によって提唱されたプロジェクトで

あることを証明したり、クラブや地区のウェブサ

イトや出版物につけたりするものです。 

 公共イメージにおいて重要な役割を担う徽章

は、常に正確でなければなりません。指針には、

歯車の一部を切り取ったり、変形したり、回転さ

せてはならないとあります。色は、ロータリーの

公式色であるロイヤルブルーと金色を用います。

また、「ROTARY INTERNATIONAL」という語を削除

したり、ほかの語と入れ替えたりすること、ある

いは楔穴を削除したり塗りつぶしたりすることも

許されません。 

 「ロータリー」という名称を正しく用いること

も重要です。「ロータリー」の名称が単独で使用

される場合、これは国際ロータリーを示すものと

されます。明確にわかるように、プロジェクトの

名称、ウェブサイトのドメイン名には必ず提唱ク

ラブ、地区、そのほかのロータリー組織の名称を

用いるようにします。「ロータ」という接頭語の

使用を含め、「ロータリー」という語のいかなる

改造も認められていません。 

 名称と徽章を正しく使用できるよう、国際ロー

タリーではロータリアンのための資料を用意して

います。方針とデザインの指針を説明した「ＲＩ

視覚的イメージのための手引き」ならびにロータ

リーのロゴを無料でダウンロードして、利用でき

ます（ＲＩのウェブサイトwww.rotary.orgから、

会員→クラブの運営→広報→資料ライブラ

リー）。なお、この手引き（574）は 4ドルで、

ロータリーの徽章とＲＩおよびロータリー財団プ

ログラムのロゴが収められているロータリーロゴ

のＣＤ（234）は5ドルで購入できます。 

 

ロータリージャパン（関連資料） 

「ロータリーの徽章の使い方」 

＊『ロータリーの友』2010年1月号横組みP18から 

～Ｒ情報委員会よりミニＲ情報～ 


