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点鐘
合唱

『それでこそロータリー』

四つのテスト

唱和

ゲスト及びビジター紹介
ゲスト

津曲由紀子 様
（都城ＲＣ）

ビジター
◎都城ＲＣ

なし

◎都城北 RC

樋口 正義 氏

◎都城中央ＲＣ なし

第１８００回例会を記念して
乾杯をしました！！

Presented by 中山荘

□会長の時間

大峯 学

本日は、１８００回目の例会にあたります。
この永き歴史に揺ぎ無い伝統と実績を造り支
えてこられた全ての先輩各会員の方々に厚く
御礼申し上げます。このクラブのますますの充
実と発展が私どもの使命と気持ちを新たに致
しております。
また、この日を祝ってか土星が３０年ぶりに
地球に最接近します。夜空の状態次第ではいつ

もよりはっきりと確認できるということです。
そして２０倍位の望遠鏡でも土星の輪がみえ
ると云うことです。
いつもは、体調いかがですか？ とお尋ねし
ますが 本日は耳の調子・きこえ具合はいかが
ですか？ とお尋ね致します。
バイク爆音追放シールの件 お願い致して
ありますがこの爆音騒音がもたらす耳への影
響の話を少しさせて頂きます。耳は目や鼻・口
より一寸なおざりの感があります。虫歯のよう
な痛みもないし鼻水もでないからでしょうか。
耳の老化現象は ４０台前半から 始まる
ということです。
この耳の老化現象の最大の特徴は 高音を
聞きとれなくなると言うことらしいです。－そ
して その原因は パチンコ店内の騒音 バ
イクの爆音 大通沿の車の騒音等の環境的要
因が大きいということです。皆さんのお住まい
の状況はいかがでしょうか？
つまり 耳の中の音の振動の刺激を信号とし
て受け取る役目の有毛細胞の機能が 徐々に
低下していきこれが難聴をひきおこす原因に
なるわけです。
そして、次に起こるのが この有毛細胞の機
能が完全に働かなくなり 音の刺激が 脳の
聴覚神経細胞に 伝わりにくくなり それら
の周辺の脳細胞までもが 不活性化しはじめ
さらに進んで衰えて始めていくということで
す。
―つまり 運動しないと 筋肉細胞が衰えて
いくのと同じ様に 脳も衰えて 認知症を発症
しやすくなる。認知症へのリスクが高くなる。
－つまり 音―伝達情報を届ける聴覚神経の
ニューロン細胞が大脳へ その信号を届けな

くなる状態になる。
それが続くと それらまわ □出席報告
りの細胞までもが 平行して衰えていくとい 会員数
うことです。
出免数
ですから バイク騒音をその時の一時一過 出席数
性のものと 把えるのはいかがでしょうか？ 出席率
夜うるさくても眠れる人、 周りが騒がしくて 前々回修正出席率
も居眠りできる人は 騒音慣れになっていな 前回修正出席率
届出有
いか 疑ってみる必要があると思います。
そして バイクの爆音はわずか数分のうちに
届出無
何十 km もの周辺の住民の方々これらのリス
ＭＵ有会員
クを振りまきながら 、
それを平然としている
一部の若者を 野放しにしているという今あ
る現実の状況が問題だと思う訳であります。
去年の今頃のアンケート調査の結果に見ら ＭＵ無会員
れますように本当はこの地域住民の方々は、
ど 5/8
うにかしてくれーと静けさと安心を願ってお 要ＭＵ会員
られるということを再度考えて頂きます様 5/15
重ねてお願い致します。
□委員会報告

４5 名
6名
29 名
74.35％
5/8
5/15

92.31％
89.74％

河野 中山 三坂 木佐貫 柳
藤岡 福本 吉元
盛田
中村（七）

なし

福本 柳 平川
中村（静） 木佐貫 脇丸
中村（七）

別紙に掲載しております。

□本日のプログラム
□幹事報告

髙橋 五男

○ガバナー事務所…
＊公共イメージ部門…「クラブ事業計画
ご提供の依頼」
＊ロータリアン ニュースレター
＊ロータリー財団…
ポールハリスフェーロー ピン
小坂泰一郎会員
＊国際ロータリー事務局 事務所移転の
ご案内
○ 都城市自殺対策協議会専門部会員推薦に
ついて依頼
□クラブ報告事項
○ 5/29（火） ６月定例理事会 18:00～
クラブ協議会 18:30
中山荘
■地区関連 その他
＊2013-14 年度 地区協議会のご案内
25.5/26（日）シーガイヤ・コンベンション
センター
登録開始
8:30
開会 9:20
閉会 15:30
★バス 広原総合庁舎
集合 7:20
出発 7:30
＊（財）教育振興基金 総会 5/27（月）
18:00～
お食事会 19:00 メイン４Ｆ
対象：
（財）教育振興基金 理事監事
４ＲＣ会長・副会長

津曲由紀子 様 卓話
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
５／２９
地区協議会 報告
６／５
各委員会事業報告①
６／１２
各委員会事業報告②
６／１９
年間反省夜間例会
６／２６
会長・幹事 退任挨拶
ﾆｺﾆｺＢＯＸ

5/22
3,800

計
315,600

1,987
83,587
0
288,800
ﾛｰﾀﾘｰ財団
※６月のレート 1$ 100 円
米山奨学会
15,000
230,800
教育振興基金
20,000
190,000
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

小坂泰一郎 会員

□本日のプログラム

『テーブルマナーについて』
＊ レディファーストが基本。
女性を先に。女性が上座につく。
＊ オーダーが決まったら、メニューを閉じる。
→ボーイが来ます。
＊ 食事中は足を組まないようにしましょう。
＊ 男性は手をグーにしてテーブルの上に。
＊ 女性は軽く手を組んでテーブルの上に。
＊ 西洋料理では、皿を上に持ち上げない。
取っ手のついたスープ皿等は持ち上げても良い。
＊ ワインのテイスティングは、保存状態が悪く味がお
かしい時のみ交換可能。そうでない場合は料金を請
求されます。

◆最後にみんなで、腹式呼吸でのボイス
トレーニングをしました。

質問コーナー
１．ナフキンは胸にかけずに膝の上へ。
２．ごはんをフォークの背で食べるのは
かなり旧式のマナーの様です。
右手に持ち替えて食べましょう。
３．パンは手でちぎって食べます。
ソースを付けても良いのですが、
正式な場では控えた方が良い様に
思います。フォーク・ナイフは使い
ません。

□ＳＡＡ報告
◎ニコニコ箱◎
外山 俊明･･･１８００回おめでとうございます。本日津曲さんありがとうございます。
小坂泰一郎･･･ポール・ハリス・フェローを頂きましてありがとうございました。
船木 修一･･･ネンリンピック ソフトボール県大会優勝しました。
１０月高知県で全国大会ダ！
◎米山記念奨学会◎
外山 俊明･･･遅くなりました。すみません。
◎教育振興基金◎
萩原 和洋･･･遅くなりました。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
平成２５年５月２６日（日）
宮崎シーガイヤ・コンベンションセンター
ホスト：宮崎南ＲＣ

新年度へ
いざ往かん！！

