
 
 

点鐘 
合唱     手に手つないで 
ビジター紹介      
都 城       なし 
都城北      中村 かよ 
都城中央     なし 
宮崎西      児玉寛太郎 
                             各氏 

□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちわ。 

  先週の２２日は、萩原Ｒ情報委員長を中心に情報

集会が開かれました。今年度、２回目の集会でした。

ロータリーの基本を学びました。 

  毎月の「ロータリーの友」の表紙裏に書かれてい

る「ロータリーとは」「日本のロータリー」「ロータ

リーの綱領」「４つのテスト」その後も「都城西Ｒ

Ｃ定款」「都城西ＲＣ細則」「クラブ会長の責務と役

割」「クラブ幹事の任務」「理事会について」など・・、

めったにしか見ない資料もありまして、私自身も大

変勉強になりました。 

 また「職業奉仕とは」「共産圏にもＲＣはあるの

か」「姉妹交流はアジアの国々だけでなく英語圏と

も出来ないのか」と言った質問も出まして、有意義

な会合になりました。 
 

さて、「ＫＹ」（空気の読めない人）という言葉が

昨年よりはやっているようです。 

 昨年９月に突然首相を辞任した安倍晋三氏を揶

揄する言葉（からかう言葉・なぶる言葉）として使

われました。昨年の新語・流行語大賞にもノミネー

トされました。 

 「空気」（雰囲気）とは、コミュニケーションの

場において、言語でははっきり表せない諸要素のこ

と、と言われます。「場の空気」と表現されること

もあります。 
  仲間内で、状況判断をできない者をからかう手段

として「ＫＹ」の言葉を使うようです。場違いな発

言や行動を取ったことへの周囲の冷たい反応など

で、「ＫＹ」としてマイナス評価されることが多い

ようです。 

  「空気を読む」能力として、相手の言っていること

と相手の表情とが一致しなかったら、表情のほうが真

意なのだと気づくことが大切です。たとえば相手が

「怒っていない」と言っているときに怒っている表情

をしていたら、相手は怒っていると気づくことが必要

です。 

  「空気を読む」能力は各人の技量、価値観、道徳観、

哲学、人生観、生きざまに関することだけあって、唯

一の正解があるというわけでもありませんが、日本人

の持つ「気配りや」「気遣い」素晴らしい能力の一つ

であります。 

しかし回りの空気（雰囲気や気分）などを常に気遣

いながら生きて行くということは、個人の主張や考え

方をある時は押さえ、ある時は殺して行く姿勢になっ

て行くことも確かです。 

 山本七平さんの「空気の研究」という本によります

と、戦艦大和が沖縄出撃に際して、時の軍部政府内に

おいて、出撃は無謀であると判断するに至る細かいデ

ータおよび明確な根拠があるにもかかわらず、明確な

根拠の全くない出撃が「空気」によって 終的に決定

されたと指摘しています。この事象をもって、山本七

平さんは「それ（空気）は非常に強固でほぼ絶対的な

支配力をもつ『判断の基準』であり、それに抵抗する

者を異端として、『抗空気罪』で社会的に葬るほどの

力をもつ超能力である」と述べています。 

 その「時代の空気だった」と言ってしまえば終わり

ですが、回りに合わせることだけに腐心する日本人の

精神構造では、道を誤ることもある、少数意見のも真

摯に耳を傾ける民主主義の度量の大きさをいつも忘

れないことが大切と思います。 

 近の「ＫＹ」の言葉がよく使われる風潮に、少し

ブレーキをかけたい気持ちです。少し固い話になりま

した。 

  今日のプログラムは河村先生の健康卓話になって

います。よろしくお願いします。 

会長の時間でした。 
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□ 幹事報告        小俵  武 
○ ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所…国際ﾛｰﾀﾘｰ為替ﾚｰﾄ変更  

２/1 より １㌦…１０８円（現行 112 円） 
  月信２月号 
○ 米山奨学会……特別寄付金領収書（申告用） 
         功労クラブ表彰について 
○ ＲＩ日本事務局…ﾏﾙﾁﾌﾟﾙ．ﾎﾟｰﾙﾊﾘｽﾌｪﾛｰ．ﾋﾟﾝ

（草水 正義） 
○ 東蔚山ＲＣ……3/29.30.31（金土日） 

来訪について（ｅﾒｰﾙ） 
○（財）教育振興基金…理事改選と 

負担寄付金のお願い 
○ 銀座和光……ﾛｰﾀﾘｰ用品ｶﾀﾛｸﾞ 
○ ﾛｰﾀﾘｰの友２月号 
 
□ クラブ報告事項 
＊ 次週よりＩＭ登録料 個人負担分 

 2,500 円納入下さい。 
＊ 本日 18:30-ｸﾗﾌﾞ協議会 
  ＊ｸﾗﾌﾞ協議会は公式訪問書をご持参下さい。 
＊鹿屋ＲＣ50 周年事業  講演会のご案内 
   3/8（土）13:30-15:00 鹿屋市文化会館  

講師 乙武 洋匡 氏 
＊ 都城西高ＩＡＣ… 

「ルワンダについて考えてみませんか」 
上映会ご案内 

    2/11（月）建国記念日 13:00-16:00  
ｳｴﾙﾈｽ交流ﾌﾟﾗｻﾞ 茶霧茶霧ｷﾞｬﾗﾘｰ 

    ＊ご出欠をご提出下さい。 

□出席報告 

会員数     64 名 

出免数      ４名 

出席数    ４７＋３名 

出席率 79.37％ 

前々回修正出席率 1/15 93.65％ 

前回修正出席率 1/23 90.48％ 

 

届出有 串間 鬼束 山下 上田 脇丸

吉田勉 福本 園田 高橋  

木佐貫 久木野 中山 前野 

ＭＵ有会員 

1/25  都城 

1/29  北 

 

志摩  

山下 今井  

ＭＵ無会員 

1/15 

  

鬼束 串間 久木野 盛田  

要ＭＵ会員 

1/23 

  

久保 岡崎 中村七 福永直 

盛田 中村静  

 
※1/31 付…久木野誠一・志摩 誓啓各氏が退会されました 

□ＳＡＡ            鳥集 寿一 

◎ ニコニコ箱 
都城北・中村 かよ…馬渡がお世話になります。無事手術

が終わりました。御心配をお掛け致しました。

しばらくご迷惑お掛けいたします  
山浦 栄巳…写真を頂きまして 
最勝寺俊昌…写真を有難う 
川元  巌…徳重さん、年末家族会の写真有難うございま

す。思い出が残ります 
吉原 信幸…家族会の写真頂きました。今回は一人だけの

出席で寂しい思いをしました 
中村 七郎…年末家族会の写真を頂いて 
福永  忍…年末家族会の写真を頂き有難うございました 
草水 正義…入りて学ぶ出で奉仕 毎日職業奉仕に頑張っ

ています 
志摩 誓啓…ロータリー財団の余り金をニコニコへ 
小田 賢一…河村先生の健康卓話有難うございました 
      また年末家族会の写真も有難うございました 
１００の瞳…志摩君、仮出処おめでとう。娑婆の空気に飽

きたら帰って来い！ 
 
◎ ロータリー財団 
岩下  晃…ロータリー財団へ 
志摩 誓啓…とってもとっても楽しい８年間でした。 

ありがとうございました 
 

◎ 米山奨学会 
萩原 和洋…岩橋委員長に敬意を表して少  々
岸良 秋男…米山奨学会へ 
 
◎ 教育振興基金 
岸良 秋男…教育振興基金へ 
河村 邦彦…  同じ 
 
 1／30 計 
ﾆｺﾆｺＢＯＸ 12,200 277,387
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,182 80,341
ﾛｰﾀﾘｰ財団 21,600 279,400
米山奨学会 15,000 381,000 
教育振興基金 15,000 229,000

＊竹と風の学校    59,457 
 
◎ 今後のプログラム 
２／１３  ＩＭ報告 
２／２０  ロータリー情報担当 
２／２７  インターネット担当 
 

雑誌会報委員会 
志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 

インターネット委員会 
福永 直人  馬渡 秀光  今井 幸夫   藤岡 成学 

 



 
□委員会報告 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
□ 本日のプログラム 
 

 

   

 

  

  

 
                                 
 
 
 
 
 

                         河村 邦彦委員長 
新ガイドラインでの主要な変更点は次の通り…… 広く普及している「高脂血症」という疾患名を「脂質

異常症」に置き換える方針を打ち出した。 総コレステロール値を予防や診療の基準にするのをやめた。 代
わりに LDL コレステロール（LDL-C）値と、HDL コレステロール（HDL-C）値をそれぞれ別々に設定し

た。それに伴い、ガイドライン中にある「高脂血症の診断基準」を「脂質異常の診断基準」に改めた。  
 従来のガイドラインでは、総コレステロール、LDL-C、中性脂肪のいずれかが基準より高いか、HDL-C
値が基準より低い場合を「高脂血症」と呼び治療の対象としてきた。総コレステロール値が高いと冠動脈疾

患の発生リスクが高まると考え、総コレステロール値 220mg/dL 以上を「異常」としてきた。 
 
 
 
 

ＩＡ委員会 
 藤岡副委員長 
2/11（月） 
交流プラザにて 
13:30～16:00 

「ルワンダについて

考えてみませんか」

ご協力を！ 

Ｒ財団 
吉元委員長 
草水会員へ 
ＰＨＦピン 

授与 

米山奨学会 
岩橋委員長 
米山功労賞  
河中・岩橋会員

クラブ功労賞 
頂きました 

2008-2009 次年度理事役員 
会 長 中村 七郎  副会長  井福 博文 
幹 事 吉原 信幸  副幹事  小坂泰一郎 
会 計 久保 義春  国際奉仕 長友 喜信 
新世代 吉田  努  社会奉仕 串間 保寛 
SAA  土持  修  職業奉仕 外山 俊明 

                  各氏 



 
 

 

 

 
 

 
 6 月 17～20 日に開催された、ソルトレークシティー国際大会の登録者数（登録料支払い済み）が、

国際ロータリーから届きました。142 の国と地域から 1 万 5,439 人が登録。日本からは 1,048 人でした。

以下に、国と地域別で多い方から 20 を紹介します。 

 

 国と地域名 
登録者数 

（登録料支払い済み）

1 アメリカ 8,823

2 日本 1,048

3 カナダ 680

4 ナイジェリア 425

5 インド 331

6 台湾 311

7 フィリピン 307

8 英国 300

9 ニュージーランド 299

10 韓国 285

11 オーストラリア 280

12 ブラジル 178

13 ウガンダ 148

14 メキシコ 142

15 フランス 141

16 ガーナ 103

17 イタリア 88

18 コンゴ民主共和国 79

19 ドイツ 74

20 スリランカ 65

 

 
 
 


