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点 鐘           延岡研一会長     
 
歌 唱    ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ 石蔵尚之委員長 
       
           国 歌「君が代」 
            
           Ｒ Ｓ「奉仕の理想」 
 
司会･進行 戸高克彦ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ副委員長 
 
来訪者紹介 

    

             心月  有田 麻紀 様  

        

 

      

 

         会長 延岡研一 
 
 先々週の八代南ＲＣ７名、先週の大口ＲＣ８

名と各クラブの周年行事に参加して頂きありが

とうございました。今後も年度終盤に向けて、

各クラブ周年行事に地区大会、地区研修・協議

会、韓国訪問と隔週（ほぼ一週間おき）ペース

で開催されます。大変ですが、次年度、そして

創立60周年に向けて頑張っていきましょう。 

  本日のお客様、先ほど紹介しました有田麻紀

さまです。有田さまは九州電力に14年半勤務さ

れ、そのすべての期間を秘書室に在籍されてお

られました。九電（九経連）会長の秘書として

長く勤められたのですが、会長の急逝により、

三回忌を終えたことを機に平成20年に依願退職

され、現在は、個人事業主として、教育コンサ

ルタント（講師業）、司会、飲食店経営にと活

躍しておられます。また、奉仕活動をというこ

とで、福岡第一ライオンズクラブの会員になら

れ、現在幹事として頑張っておられます。 

 今日は、例会において卓話をして頂きます

が、夕方から開催する「夫人の集い」の講師も

お願いしています。折角おいで頂いたので、私

たちも学ばせて頂きますが、是非人吉温泉でく

つろぎのひと時を過ごして頂ければと思いま

す。 

 なお、本日の「夫人の集い」の謝礼を準備し

ていたのですが、同じ奉仕団体の会員として寄

付でお返ししたいとの申し出がございましたの

で、ニコニコ箱へのスマイルと人吉RC奨学基金

への寄付をして頂く事になりました。会員を代

表して感謝申し上げます。  

 さて、先週は時間がなかったので紹介できま

せんでしたが、九州観光推進機構（会長石原JR

九州相談役、人吉球磨では唯一「あゆの里」が

会員）が、外国人観光客を対象に初めて行った

九州の人気温泉地コンテストで、人吉温泉が第

４位にランクインしました。初代王座は大分県

竹田市の山奥にある長湯温泉という所ですが、

２位湯布院、３位黒川に続いての第４位という

輝かしい成績でした。が、しかし、現状は人吉

への観光客は宿泊者数は減少傾向にあり、特に

団体は通過点として昼食をとって他の観光地へ

と流れる傾向にあるようです。 

 一昨日の人吉新聞に人吉球磨地域の日本遺産

登録をＰＲしようと３ヶ国語での情報発信も始

めたと記事掲載され、また昨日の西日本新聞に

ここ「あゆの里」の政代女将が「人吉温泉カク

テル」を紹介する記事掲載もありました。 

 各種メディアに取り上げられみんなに知って

もらうことは大切ですが、観光協会の関係者だ

けではなく、我々一人一人が観光大使だという

意気込みで日本遺産、球磨人吉を人吉温泉を盛

り立てていきましょう。 

通算２８８５回 第３５例会 

 ２０１６年  ３月１８日 

   毎週金曜日 

 本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）本日の進行 （目次）   

 

 

    

 

     

 
会長の時間  P1 

幹事報告、寄付の申し出、出席率報告  P２ 

会長ゲスト卓話 有田麻紀氏 Ｐ２～３ 

  「男女の脳の違いを知り、仕事に家庭に活かそう！」       
                                 

 ﾆｺﾆｺ箱.Ｒ財.米山.奨学金 寄付カード P３～４ 

  人吉ＲＣ夫人の集い報告    P４ 
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 あと一つ朗報です。安達会員の娘さん、天音

みひろさんが20日朝８時からＮＨＫのＥテレで

放送される「趣味の園芸やさいの時間」で挿入

歌「チャップリンのスマイル」を歌うことにな

りました。おめでとうございます。益々の活躍

を期待しています。 

 

   

   幹事 水野虎彦 
 

【理事会の承認事項】 

・3月11日持回り理事会にて岩本会員 病気療養 

 のため出席免除を承認 

・3月16日持回り理事会にて齊藤日早子会員勤務 

 地の移動により出席免除を承認 

【連絡事項】 

・2016～2017年度会員増強・管理運営合同ｾﾐﾅｰ 

  5月14日(土）9:30～12:30 熊本学園大学 

 出席対象者(次年度）；ガバナー補佐、会長、 

 幹事、管理運営委員会(クラブ奉仕委員会)  

 関係者、会員増強委員会関係者、他希望者  

 →次年度葉山幹事へ 

・熊本県青少年育成県民会議 毎月第1日曜は 

 「家庭の日」啓発ポスター掲示協力依頼 

  掲示板へ 

【回覧物】 

・ハイライトよねやま192号 

【例会変更取止め】 

熊本西RC4/12 例会と熊本中央RC4/15例会は 

   →4/14に変更４クラブ合同例会のため 

         ANAクﾗｳﾝﾌﾟﾗｻﾞﾎﾃﾙ熊本ﾆｭｰｽｶｲ 

 
   ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 有馬宏昭会員より、長女の結婚を記念して、

Ｒ財団、米山記念奨学会、人吉ＲＣ奨学基金委

員会へご寄付がありました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
   委員長 漆野智康 

       

  ≪ 寄付の申し出 ≫ 
 
 本日のゲスト有田麻紀氏（福岡第一ライオン

ズクラブ会員）より、ニコニコ箱委員会、人吉

ＲＣ奨学基金委員会へご寄付をいただきまし

た。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

【プログラム委員会】 

 

   

       会長ゲスト卓話     
     

   

 

 

 

講師プロフィール 

（職歴） 

 平成6年  九州電力株式会社入社 

 平成20年 同社 依願退職 

 平成20年 退職後、講師業･司会業を始める 

 平成23年 「心月」を屋号とし開業  

       講師業・司会業・飲食業を行う 

九州電力在職中の14年半のすべての期間、秘

書室に在籍。入社4年目より九電(九経連)会長

の第二秘書を務め、最終的には個人付秘書と

なる。会長の急逝により、三回忌を終えたこ

とを機に依願退職。現在は個人事業主とし

て、教育コンサルタント(講師業務）、司会、

飲食店経営を行う。 

（資格）  

茶道裏千家専任講師・和装着付けインストラ

クター・英語教諭二種免許・秘書技能検定一

級他 

（趣味）  

美食探求・カラオケ  

 

会   員   数   63名 本日の出席率 

出 席 免 除  5名  82.76％ 

欠 席 者 数 11名  3 / 4 出 席 率 75.0% 

出 席 者 数 47名 補 填 数  9名 

免除会員出席者数 1名 修 正 出 席 率   90.0% 

＊届け出欠席  安達・尾上・中村・竹長・村山・内藤 

        丸尾・外山・小林清・新堀・田上        

＊出席免除会員(b) 増田，愛甲，釜田, 岩本，齊藤 

＊メークアップ 

 人吉ＲＡＣ40周年；片岡・有村・本田・大野・堀川・大久保 

 八代南40周年；宮原   九電の森 植樹；新堀・大賀               

 心月 有田麻紀 様 
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   「男女の脳の違いを知り、 

     仕事に家庭に活かそう！」（要旨） 

  

〇男性と女性の頃向 

・現代では男と女は平等であり、社会的・法的

に対等であることに疑問の余地はない。 

 しかしながら、外見や身体つきが違うよう

に、男女には生物学的に本質的な違いがあり、 

それが男女の特質（傾向）生み出す要因となっ

ている。 

 例えば一般的には、男性は論理的・寡黙、女

性はおしゃべり・感情的といった傾向がある

が、 それも男女の本質的違いに起因してい

る。  

 

〇男女の決定的な違いは何か 

・男性は子供を産むことはできないが、女性は

出産のための子宮を持っている。そしてその子

宮の存在の有無が、男女の特質（傾向）につな

がっている。 

・因みに、子宮は感情の臓器と言われ、ギリ

シャ語では“ヒステリー”と読む。女性が感情

的な傾向にあるのは当然といえば当然のこと。 

 

〇違いを生む要因の元を辿れば、遥か原始時代 

 にまで遡る 

・例えば、女性が男性に対して「生理的に無

理」という表現をすることがあるが、この感情 

の起源は、「この男性は自分の子宮に合わな

い、自分の子孫を残すためにはこの人では不

安」という動物的感覚であり、相性のいい相手

を見つけるための本能。一方、この感情は男性

にはほとんど無い。（もっとも男性の中にもそ

うした生理的に無理というような感情を持つ人

もいる・・芸術家が多い） 原始の世では、肉

体的に男性に劣る女性は、意に沿わない男性を

はねのけるだけの感情を子宮に宿らせておくこ

とで、男女のバランスを保っていたのではない

か。 

 もう一つ、女性は一般的に近くにあるものを

探すのが得意、反対に男性はそれが下手。（冷

蔵庫の中のものを探すなど、世の男性はだいた

い不得手）これは太古の昔、女は狩りに行った

男の帰りを居住区である洞穴で待っていたた

め、必然的に近くのもの探すのが上手くなった

と言われている。逆に男性は、狩猟をして獲物

を捕らえることが大事な役目であったため、遠

くのものを見つけるのが得意で方向勘・地理勘

に優れる傾向にある。 

    

〇脳の構造の違い 

・論理的体系を司るのは左脳、感情を司るのは

右脳であるが、女性は左右の脳の連絡を司る 

「脳梁」の太さが男性より太い。このことは何

を示しているかと言うと、脳梁が太いが故に 

女性は右脳で感じた多種多様な感情をすばやく

左脳に伝え即言葉にできるということ。（次 

から次に喜怒哀楽を表した言葉が出てくるのは

総じて女性） 

・一方、男性はこの脳梁が狭いため、左脳に伝

える感情の情報量が女性に比べて少なくなり、

言葉にするのに時間がかかってしまう。（男は

ついつい口籠ってしまう傾向） 

 

○互いの違いを認識しておくことが大事 

・男女の違いは生物学的違い（子宮の有無、脳

の構造）に起因するところが大きい。そして 

男性は「問題解決」を求め、女性は「共感」を

求める傾向が強い。 

・こうした男女の違いや傾向をあらかじめ認識

した上で接すれば、互いを尊敬し合い受け入れ

ることもさほど難しいことではないのではない

か。                                           

                   以上 

 

 

【寄付カード】  ニコニコ箱委員長 永尾禎規 
  
〈ニコニコ箱委員会〉 

・鳥井会員 有田麻紀様、男女の違いについて 

 の卓話ありがとうございました。我家でも 

 おっしゃる通りですが、近頃は逆転している 

 ようで、いつも聞き役に回り、がまんしてい 

 ます。有馬さん、娘さんのご結婚おめでとう 

 ございます。             

・延岡会長 有田さん、楽しいお話し本当にあ 

 りがとうございました。もう少し時間が取れ 

 ればよかったのですが夫人の会も宜しくお願 

 いします。              

・伊久美会員 有田麻紀さん、夜と昼と卓話を 

 いただきましてありがとうございます。 

・堤正博会員 有馬会員のお嬢さんのご結婚、 

 心からお喜び申し上げます。さらにご主人が 

 入社されるとのこと、さらなるお喜びを申し 

 上げます。              

・葉山会員 2/22、脚立の上から落ち左手首が 

 この体重を支えきれず粉砕骨折し。３回連続 

 で欠席したのでゴメンネします。多くの皆さ 

 んにご迷惑をおかけしました。     

・有馬会員 どっちがいいね、は出かける時い 

 つも家内に聞かれます。ヒントになりまし 
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 た。有田様有難うございました。    

・大賀会員 人吉温泉九州で４位、すばらしい 

 ですね。人吉の温泉は湧出温度が５０度前後 

 で肌に優しい泉質です。皆様からもＰＲ宜し 

 くお願いします。           

・有村会員 有田様の御来訪を歓迎致します。 

 所用があって申し訳ありませんが早退致しま 

 す。                 

・井手会員 現場の竣工検査のため早退しま 

 す。                 

・漆野会員 早退します。        

 

〈Ｒ財団委員会〉 

・葉山会員 有馬さんおめでとうございます。 

                    

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文       

 

〈米山記念奨学委員会〉 

・葉山会員 有田さんミステリーな話をありが 

 とうございました。          

・延岡会長 ﾆｺﾆｺｶｰﾄﾞと同文       

・伊久美会員 米山奨学特別寄付をいたしま 

 す。                 

 

       点 鐘 延岡研一会長 

 

 

  

 
   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
        ご報告とお礼 

 
 
 春を感じさせる様な風が吹く３月１８日、

雨もパラつき、足元が気になりましたが、沢

山の方に参加して頂きありがとうございまし

た。 

 今回は、ミニ講演会とテーブルマナーとい

うテーマで、福岡より有田麻紀さんをお迎え

して夫人の会が執り行われました。 

 講演の題目は「男女脳の違いについて」 

何故にこうも物の見方が、考え方が男と女で

違うのか、そもそもが人類発生にまで遡って

み て 解 る と い う、実 に 驚 き、共 感 し、納 得

し・・・・と、有田さんのお話に引き込まれ

てのあっという間の３０分でした。 

 そしてその後は、あゆの里さんのとても美

味しいコース料理を頂きながらのテーブルマ

ナー。とは言え、あまり細かくはこだわらな

い、食事を楽しく、そして美しく頂くための

マナー講座で、食事と共に会話も弾み、とて

も和やかな２時間の予定が３時間になってし

まいました。 

 知っている様で知らないこと、分かってい

るつもりで分からないこと、年を重ねるだけ

では得られない情報や知恵が沢山あることを

知りました。 

 半歩だけでも淑女に近づけたでしょうか？ 

参加して頂いた皆様もそれぞれに思いを持た

れ、感じ、そして楽しんで頂けていたら幸い

です。ありがとうございました。 

 
 
          夫人の会  会長  延岡由利子 

                幹事  水野加代子 
                  

 

       
     2015-2016人吉ＲＣ夫人の会 

              「夫人の集い」「夫人の集い」    
    
          平成28年3月18日18時30分開会   

        清流山水花あゆの里 


