週報 第 1787 回 平成 25 年 1 月 31 日

点鐘
合唱

□会長の時間
手に手つないで

ゲスト及びビジター紹介
◎都城ＲＣ
なし
◎都城北ＲＣ
山元 久生 氏
樋口 正義 氏
◎都城中央ＲＣ
なし
ゲスト
社会福祉法人 あじさいの里
富森 恵一 様
都城市障害者自立支援協議会就労支援部会
部会長 なのはな村 就労支援員
藤崎 大地 様
みやこのじょう障害者就業・生活支援
センター 就業支援員
久保田 照見 様
都城きりしま支援学級
馬﨑 則行 様
ハローワーク都城
今村 浩文 様
社会福祉法人 奨禮会
堂領 香織 様
都城市役所 福祉課
課長 花房 徹 様
橋口 純也 様
富山 裕基 様

大峯 学

日向ＩＭ（都市連合会）の出席会員の方々、お疲
れ様でした。次週例会にて、報告会させて頂きます。
人間はある意味“全員が精神病”と言ってもいい
でしょう。誰でも感情脳が、
“愉”快と不“愉”快
を行ったり来たりしているので、感情的に安定して
いる人間は、科学的にはいないということになりま
す。感情脳の振り子が“不快”に振れていて、無意
識のうちに、何千、何万回も、否定的な考えを反復
してしまって、その結果 振り子を“快”のほうに
持ってこれなくなっているのがうつ病なのです。
脳研究者 西田文郎氏の“脳の振り子の法則”か
ら、
（大脳生理学・心理学を通しての脳機能研究の
第一人者でオリンピック出場選手の指導などには
定評がある）先日、堅苦しいある会合の後、脳を“愉
快”に振ろうと、高橋幹事とある店へ入りました。
しばらくすると、私と同年輩の２人組が賑やかに
入店。私の隣に座るやいなや、
「ママ、おいげん バ
アチャンが 今度、ＮＨＫののど自慢のオーディシ
ョンに出っど」つまり、来る 2/3（日）昼のＮＨＫ
のど自慢都城大会のことです。前日の 2/2（土）に
選考会が行われ、最終的に出場者が２０人に絞られ
るということです。
「あんなー、応募が６０００人もあって、そん中の
１００人にハガキ通知で選ばれたとよ」
「バーチャンが いま はりきっちょっどー」
バーチャンとは、その方の義理のお母さんで９３
才。2/2（土）の選考会に向けて猛特訓中というこ
とです。唄は、氷川きよしのセリフ入りの「一剣」
。
その歌詞をそらで唄えるように、早朝から、練習
しているとのこと。毎朝、その唄で起こされ、夜、
仕事から帰り、晩酌をはじめてもその唄を熱唱中
―。
「んにゃ こら たまらんど―応募んこつ云わ
んならよかったねー」奥さんとニガ笑い。もうすで
に２週間近くが経って、その繰り返しの毎日。
そして―、
「おいも もう その唄を憶えてしもた。ママ、氷
川きよしの一剣をかけみっくれんね。
」

“敵は己の内にあり～”店内は大笑い。
（本当に敵
は己の内にありますネ）
―さて、来る２月３日（節分の日）のお昼、Ｎ
ＨＫのど自慢都城大会に出場されるかどうか？
そして、カネがいくつなるか。乞うご期待！
お名前は聞きもらしました。体格がよくて白髪
頭の元気ハツラツの９３才。今でも針穴に糸を通
せるとのこと。健丈なバアチャン。
翌日、カラオケ好きの８８才の私の母にこのこ
とを話しました。返ってきた言葉がー「うちも針
穴には糸を通せるがね！」そして、早速自分の部
屋に行き氷川きよしのＣＤを探しはじめました。
競争心に火がついたようです。2/3 昼は母と一
緒に、ＮＨＫのど自慢大会を楽しみます。親・家
族の健康は嬉しいものです。有難いものですね。

□幹事報告

髙橋 五男

○都城中央ＲＣ…＊例会場変更 2/7（木）
＊献血のため
場所は未定
○ガバナー事務所…＊ロータリーレート ２月から
８８円
（現行 ８２円）
＊メディアにおけるポリオ撲滅活動の記事の紹介
○鹿児島西ＲＣ ５０周年記念式典・祝賀会のご案内
25．3/23（土）記念式典 受付 16:00
開会 16:30
祝賀会
開会 18:15
サンロイヤルホテル
記念講演会「日本のこれから」12:30～
鹿児島市民文化ホール
○ ロータリーの友 ２月号
○宮崎県産業教育振興会 都城・北諸地区代表理事
都城農業高校 校長 湯地 誠氏
「平成２４年 都城・北諸地区産業教育体験発表会の
お知らせ」
25.2/1（金）14:00～15:30
ウエルネス交流プラザ ムジカホール
○抜粋のつづり その７２ 配布

□クラブ報告事
○ ４０周年実行委員会組織図（案） 配布
○ 長峯ＰＧより 第 2700 地区 小山田ＰＧの
記事紹介 （泉ヶ丘高校出身）

■地区関連 その他
○2/4（月）教育振興基金 理事会 11:00～
メインホテル
○2/6（水）３ＲＣ・４ＲＣ４役会 ３ＲＣ…18:00
４ＲＣ…18:30
中山荘

□出席報告
会員数
出免数

４８名
7名

出席数
出席率

27 名
65.80％

前々回修正出席率
前回修正出席率

1/16
1/23

92.68％
75.61％

永野 草水 中原 山下 脇丸
鎌田（博）吉原 中山 福本
小坂 上田
吉田 井福

届出有
届出無
ＭＵ有会員
1/23
２月定例理事会

大峯 髙橋 外山 木佐貫 鎌田
小俵 前田 吉原 永野 井福
藤岡

1/26 ＩＭ

井福 大峯 小俵 木佐貫 河野
髙橋 長友 吉田 吉原
中村（七） 山下 盛田

ＭＵ無会員
1/16
要ＭＵ会員
１/23

小坂 中山 三坂 中村（七）
脇丸 山下 中村（静）林
柳 盛田

□委員会報告
鎌田 継男 会員
アルジェリア人質事件の
犠牲者に黙祷を捧げまし
た。
（鎌田会員の後輩）

□本日のプログラム
別紙に掲載しております。

□SAA 報告

前田 吉基

別紙に掲載しております。
◎今後のプログラム
２／６
ＩＭ報告
２／１３
プログラム担当 会員卓話
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

1/30
4,000

計
223,000

2,170
54,815
32,800
216,200
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※今月のレート 1$ 88 円
米山奨学会
11,800
162,800
教育振興基金
12,000
127,000
雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局 制作
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

８ヶ年

高辺 晃也 会員

□本日のプログラム

都城市役所 福祉課

花房 徹 様

＊ 障害者の就労支援や虐待防止などさまざまな課
題に取り組んでいます。
＊ 障害者雇用にご協力下さい。

みやこのじょう障害者就業・生活支援センター
久保田 照見 様
＊ 本日のプログラム、資料の説明

社会福祉法人 奨禮会 ドリームワークス
堂領 香織 様
＊ 就労移行支援事業所の説明
＊ 障害者の合同面接会を毎年１０月に実施しています。
＊ ２０代の女性が弁当屋さんへ就職した事例を紹介。
（トライアル雇用制度を活用）
＊ 企業研修への参加などご協力をよろしくお願い致しま
す。

都城きりしま支援学校

馬﨑 則行 様

＊ 作業学習 → 現場実習（インターンシップ） の紹
介・説明。
＊ ２０代女性の介護施設への就職事例を紹介
＊ 知的障害者でも、繰り返し作業など出来る仕事
はたくさんあります。
＊ ぜひ実習にご協力ください。

ハローワーク都城

今村 浩文 様

＊ 障害者雇用の支援制度について説明
＊ 今年から、障害者の雇用義務が５０人以上の企業に変
更になりました。
（以前は５６人）
＊ いろいろな助成金や人的支援制度がありますのでご気
軽に相談してください。

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
山元 久生（都城北ＲＣ）･･･久し振りのメークアップです。よろしくお願い致します。
髙橋 五男･･･１６ヶ年バッジを先週頂きました。ありがとうございました。
今後も頑張っていきます。皆様の支援宜しく。
高辺 晃也･･･１００％出席賞を頂きまして、ありがとうございます。
◎ロータリー財団◎
小田 賢一･･･円安傾向ですので、早目のご協力をよろしくお願い申し上げます。
藤岡 成学･･･ロータリー財団へ
高辺 晃也･･･ロータリー財団へ
鳥集 寿一･･･ロータリー財団へ
◎米山記念奨学会◎
小田 賢一･･･最勝寺委員長様、大変おつかれ様です。
藤岡 成学･･･米山記念奨学会へ
鳥集 寿一･･･米山記念奨学会へ
◎教育振興基金◎
小田 賢一･･･藤岡委員長様、大変おつかれ様です。
藤岡 成学･･･教育振興基金へ
高辺 晃也･･･教育振興基金へ

