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点鐘
合唱
我等の生業
ビジター紹介
◎ 都 城
本村
悟 朝倉 直樹 緒方 洵 飯山勘七郎
前田
浩 修行 本承 東郷 研哉 江夏 昇
岡崎 誠一 田中 壌弐 藤岡 裕巳 加治屋 宏
◎ 都城北
山田 信市 木脇 義貴 佐小田久志 伊藤 高雄
山元 浩一 黒岩 勢子 隅倉 啓造 外勢 徹男
久保真由美 児玉 隆
◎ 都城中央
山崎 照代 鵜島 勝美 小坂 恭子 楠原 繁
鶴田 貞久 田牧 安雄 中村 憲一 伊賀崎 繁
外薗 敏文 石井 芳満 時任 保彦 中村 武照
藤岡 宏教
各氏

「パッシング」を起こさない為でもあります。話を
変えます。西ロータリークラブの会長は私で３４代
になります。６年後が即ちクラブ結成４０周年の年
になります。現在の西ＲＣの財政事情を考慮します
と、４０周年を迎えたとき記念行事が心置きなく出
来るだろうかと憂慮しています。１０年くらい前は
約１０００万円のニコニコの積立金がありました。
現在約３００万の残高になっています。
１年平均１００万の取り崩しになっています。主
たる原因は姉妹クラブ接待費用にあるようです。今
一つは年間概ね８０万～１００万ありましたニコ
ニコの浄財がここ数年４０万位に減少したことで
す。６年後の４０周年を迎えるとき、はたしてこの
まま手をこまねいていて良いのだろうかと危惧し
ています。６年後と言いましたが実質的には５年後
に当たるのですから、次年度井福会長年度から何ら
かの手をうつ必要がありそうです。杞憂かもしれま
□会長の時間
中村 七郎
せんが、この５年間で計画的に４０周年にむけ財務
清少納言、枕草子に「春はあけぼの、やまぎわの、 面での心配がないようにする努力が大切な要件に
ようよう明こうなりゆく、いとをかし」とあります なると思います。以前西高校で河中会員がＰＴＡを
が、満開の桜が散り始めたこの頃は曇天か雨模様で 中心とした外郭団体の役員をされ、○○周年の為毎
鬱陶しい日が続いています。こんなに不景気です 年積立金をされていました。○○周年となりますと
と、
「春眠暁を覚えず」という訳にもまいりません。 １０００万以上の寄付金を集めなければなりませ
個人的な感想なのですが、昔欧州で一時期流行した ん。該当年度のＰＴＡ役員の引き受け手が尻込みす
「魔女狩り」が日本のマスコミで「小沢一郎狩り」 る一番の要因を、この積立金が救う決め手の一つに
になっているようです。以前会長の時間でお話しま なったことは申すまでもありません。西ＲＣに於い
したが、日清戦争の賠償金をめぐって国民を煽り日 ても歴代会長会議を開催するなりし、４０周年事業
比谷事件を起こしたのも新聞でしたし、戦前の大政 を成功に導く方策を考える時期が今まさに来てい
翼賛会を積極的に推し進める役割を果たしたのも ると考えます。
新聞でした。常々考えているのですがマスコミは一
今週の余談です。
方的に情報を流し、批判はすれど提案は殆どしてい
ラムネと言いますと今でこそ消費量がグンと減
ないのではないのでしょうか。世のなかには（特に
政治で）きれいごとだけですまされない面があるの っていますが、昔は生産飲料の王者でした。では
は誰でも知っていることと思います。
「パッシング」 ラムネのビー玉はどのようにして入れるのでしょ
は程々にしなければならないと思います。ネットの う。意外と簡単なのです。ガラスは熱い内に加工が
書き込みでも携帯による「パッシング」で子供のイ 簡単に出来ます。ビー玉を入れた後、口をすぼめる
ジメが問題になっています。３月４日にお話しまし のです。唯、ガラスビンを造る工程が一回多いので
たが孫や、子に携帯をなるべく持たさないのもこの ビン代はやや高くなります。

問題は蓋に当たるビー玉の栓が何故きちっと閉
まるのかなのです。ご存知のようにラムネは炭酸飲
料です。
３０cc のシロップを入れ１４０cc の炭酸水
を３～４回に分けて入れてから、ビンを逆さまにす
ると炭酸水のガス圧でピッタリ栓が閉まるのです。
栓で思い出しましたが、立ってお尻の穴をすぼめま
すと、ある程度お腹が自動的にひっこみます。この
動作をしながら意識的にお腹をもっとひっこめ、暫
く息を止めたあとゆっくり息を吐きます。これを５
分くらい毎日一回続ける。とウエストが一ヶ月でか
なり落ちるそうです。５分間続けることはかなりの
努力を要します。幹事報告から出席報告の時間、座
ったまま実験してみたらお分かりになると思いま
す。周りの人が顔をしかめかねませんので、くれぐ
れもラムネの栓ではありませんがお腹のガスを出
さないで下さい。

□幹事報告

前回修正出席率

草水 串間 久保 鳥集 中村静
萩原 平川 船木 馬渡 内藤
大吉 福本

ＭＵ有会員
3/27

都城

なし

3/28 地区Ｒ情報

鎌田博

3/31

草水 徳重

北

ＭＵ無会員
3/18

大吉 鬼束 鳥集 川元 福永直
山下

要ＭＵ会員
3/25

久保 鬼束 大吉 鎌田継 前野
山下 福永直

□ＳＡＡ報告
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◎ ニコニコ箱
山下 直哉…母校の都城工バレー部の春高バレー優
勝を祝して
吉原 信幸…バンザーイ！都城工バレー部、優勝！
◎ 今後のプログラム 予定
４／１５
会員卓話
４／２２
会員卓話
４／２９
祝日休会
５／６
祝日休会
4／1
計
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2,000
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0
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ﾛｰﾀﾘｰ
財団
0
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（5900＄約 60 万）

米山奨学会
（59 万円）

0

223,000

教育振興基金

0

248,000

（30 万円）

□出席報告

前々回修正出席率

井福 岩下 鎌田博 河村 岸良

吉原 信幸

○都城ＲＣ…例会変更
4/3 （金）
12:30-都城市総合文化ﾎｰﾙ ＊観桜会
例会変更
4/17（金）午前 6:30高木原緑道公園狛犬 ＊早朝例会
○ 宮崎南ＲＣ………2009 地区協議会ご案内
5/17（日）10:00-14:00 ｻﾐｯﾄﾎｰﾙ
○ ＲＩ日本事務局…ﾛｰﾀﾘｰ世界平和ﾌｪﾛｰの
候補者について
○ ガバナー……月信４月号（次週配布）
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所…ｱﾝｹｰﾄ
○ 都城中央ＲＣ………ＩＭ記録誌．写真集．
竹と風の学校 DVD
○ ﾛｰﾀﾘｰの友４月号（次週配布）
○ 小林ＲＣ……週報（三坂Ｇ補佐）
○ 三坂Ｇ補佐…書き損じはがき．切手他
報告のお願い
□クラブ報告事項
＊次週特別休会
4/8（水）
＊米山記念奨学生の受け入れについて
＊４月～９月まで ﾄﾞﾚｶﾞﾅ．ﾋﾞﾏ さん（ﾈﾊﾟｰﾙ）
宮崎大学農学工学総合研究科
資源環境化学専攻 1972 年 11/10 生

会員数
出免数
出席数
出席率

届出有

５9 名
４名
３８＋２名
70.17％
3/18
89.47％
3/25
87.71％

竹と風の学校

75,746

＊（）内数字は委員会の年間目標設定額

雑誌会報委員会
木佐貫鐵蔵 鬼束 洋 前野 益孝 福永 直人
ロータリー事務局
制作
インターネット委員会
平川 靖三 馬渡 秀光 串間 保寛 藤岡 成学

□ 本日のプログラム
霧の藏ブルワリーにて

ロータリーの雑誌月間」にあたって
4 月は「ロータリーの雑誌月間」です。 世界中のロータリアンにとって不可欠な情報源であるロー
タリー雑誌の重要性を認識する特別月間です。
E メールとインターネットが通信手段として人気を高めていますが、殆んどのロータリアンにとって
主たる情報源はやはり印刷物です。このため、ロータリーの雑誌月間はロータリアン誌や地域雑誌を
見直すよい機会と言えましょう。

ロータリーの雑誌について
ロータリーの雑誌には国際ロータリーの公式機関誌であるロータリアン誌（The Rotarian）と、RI 理事
会が承認した公式地域雑誌があります。
そして、「ロータリー・クラブの会員は、会員身分を保持する限りこのロータリー雑誌を有料で購読し
なければならない」ことになっています。
ロータリアン誌
ロータリアン誌は 1911 年以来発行されている公式機関誌で、毎月約 50 万部が発行されており、大部
分はアメリカ合衆国で印刷され、ロータリー・クラブの存在する 199 の国や地域の読者に郵送されてい
ます。
ロータリアン誌の編集部は、読者にとってより価値の高い雑誌を目指し、最近デザインが刷新され、
その模様替えの一環として次の 3 つが新たに登場しました。
１．地域の問題や世界的問題に対するロータリーの影響を示す欄
２．現場でのクラブや地区の活動を報道する欄
３．クラブ活動に欠かせない情報をロータリアンに提供するための欄
ロータリアン誌の特集記事には常にロータリーの視点からのニュースが盛り込まれています。また、
ロータリアン誌の主要記事は、毎月 RI ウエブサイト（http://www.rotary.org）に掲載されており、ここに
は数多くの地域雑誌へのリンクも提供されています。

