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第1186回の記録　  平成 23 年 11 月 2日

週報
2011 . 7 ～ 2012 . 6

2011～2012年度
ロータリーテーマ

１．点　　　　　　　鐘
２．ロータリーソング
　　「我 ら の 生 業」
３．四 つ の テ ス ト
４．会　長　の　時　間
５．幹　 事　 報 　告
６．出　 席　 報　 告
７．委　員　会　報　告
８．会 員 増 強 の 時 間
９．会員卓話「正岡文郁君」
10．次週例会の案内「SAA」
11．点　　　　　　　鐘

本日のプログラム

佐土原ロータリークラブ
国際ロータリー第２７３０地区

第1187回　 平成 23年 11月 9日（水）

会　　長 ： 荒武　義博
副 会 長 ： 村上　　實
幹　　事 ： 永野　陽子
会報委員長 ： 藤堂　孝一
会　　計 ： 梶田與之助
事 務 局 ： 吉野由里子
 宮崎市佐土原町下田島
 　　　　　　11703-18
　　TEL：0985-62-7833
　　FAX：0985-62-7877
例 会 日 ： 毎週水曜日
例 会 場 ： 
　　石崎の杜「歓鯨館」
　　TEL：0985-62-7757

2730地区ガバナー 　　　長峯　基
中部分区ガバナー補佐　　林　務
RT会長テーマ
　「こころの中を見つめよう　博愛を広げるために」
2730地区テーマ
　「善いことをしよう」
佐土原テーマ
　「クラブ会員の絆を　より深めよう」
11月のテーマ
　「財団月間」

11月2日（水） ・・・「1186回」会員卓話「村上　實君」
　　　　　　　　　　理事会　11月のセレモニー
11月9日（水） ・・・「1187回」会員卓話「正岡　文郁君」
11月16日（水）・・・「1188回」ゲスト卓話
11月23日（水）・・・特別休会
11月30日（水）・・・会員卓話「郡司　武俊君」

　10月27日（木）宮崎中央ロータリークラブの例会に
幹事、大久保、田邊会員とメイクに行きました。会場
は、ワールドコンベンションセンター３階にて、佐土
原に無い雰囲気を同席した特に新人会員の２人は、十
分に感じたことと思います。
　これからも、他のクラブで得た良いところを佐土原
RC に、取り入れて行きたいと思います。

　先週、ある講演会の中で何点か気になった話があり、
その中でも宮崎県の椎葉村の椎葉クニ子さん87歳「ク
ニ子おばばと不思議の森」について話します。

（NHK スペシャル放送で2011年 9月25日放送された記事
を一部引用）
　今なお秘境と言
われる宮崎県椎葉
村。その最深部の
山奥に、今も夏に
なると山に火を放
ち焼き畑を作る
 「おばば」椎葉ク
ニ子さん（８７）
が暮らしている。
焼き畑と言っても
南米や東南アジア
の大規模開発に使われている略奪的な焼き畑ではない。
毎年焼く場所を変えながら少しずつ畑を作り、４年収
穫したら放置して森に返す。そして３０年周期で山全
体を一巡する。それは森の豊かさを保つ営みであるこ
とを、かつては誰もが知っていた。

会長の時間 ＜ 荒武　義博  会長 ＞
　年老いる前に切られた木々は、すぐに新たな芽を出
し新たな循環が始まる。人が焼き「かく乱」すること
で、森は若返り、畑の作物だけでなく、山菜やきのこ
などさまざまな恵みを生み出す。かつては日本中が森
を再生するための焼き畑を行っていたが、今もそれを
続けているのは椎葉クニ子さんただ一人だ。
　おばばは、森で生きる知恵は幼いころから村の大人
たちに習い覚えた。木の芽、草の根４００種類以上の
植物を見分け食べる。薬草もとる。藤の花は、天ぷら
にすると美味い。真っ赤な土、大昔の火山灰「いもご
土」を食べる。どんな凶作の時もこの土をそば粉に混
ぜて飢えを凌いだ。
　おばばは、この森から一歩も外に出なくても生きて
いけると言う。焼畑農業で農作物を持ってたら、お金
が一銭も無くても塩さえあれば生きていけますよ。
「火と水と塩」があれば、世渡りは出きますよ。
　毎年夏に、山の一角に焼畑を作る。８月の火入れの
時期は、虫の声、鳥の声、雲行だけで判断する。山鳩
がものすごく声がよく「オヤーオ　ヤーオ」と奥山で
鳴くと、明日は必ず雨になる。向こうの雲が川くだり
してこっちに来たら晴れる。
　何とも、お金、お金と言ってる世間と違いこれが、
本来人間の生き方かなとも思いますが、現代人にはな
かなか、理解できませんかね？世の中のいろんな事件
や問題のほとんど、お金が絡んでいるといっても過言
ではないと思います。
　最後におばばの言葉「なんぼ、いまの世の中が開け
た時代で、人が月に行こうが先祖代々守って来た焼畑
農法」を止めることはどうしても出来ん。私も、63 年
間続けてきた。これからも、生きてる限り続けていく。
　まだまだ、宮崎の知らないことが、沢山あるような
気がします。宮崎の良いところ、宮崎にしか無い物高
齢化社会に向けて、日本で、いや世界で一番暮らしや
すい所、「宮崎」に出来ないものですかね・・・・

出席報告＜ 出席委員長　吉田　康一郎 君 ＞
会員２３名 　（免除１名）

欠席者数　　　　　６名

有届け者～　佐藤君・原田君

　　吉田君・山本君・松浦君

　　林君

出席者数　　　　１７名

出席率　　　７７．２％

無断欠席数 (前回 )０名

メークアップ　　　０名

修正出席率　７７．２％



　　  四つのテスト
　「言行はこれに照らしてから」
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか
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◆◇◆◇ 事務局便り ◇◆◇◆
☆11月16日（水）の例会食は「とんかつ定食です」
☆11月のセレモニー９名の方への記念品提供は宮原会員
　「シミズ石油」さんがして下さいました。ありがとうござい
　ました。11月記念月の皆様おめでとうございます。
☆村上副会長～11月5日(土）地区リーダーセミナー都城会場
　のご参加ご苦労様で御座います。
☆佐藤　高元会員の全快復帰が１日でも早まりますこと
　を心よりお待ちしております。
☆会員卓話・委員会報告等「原稿提供」の
　ご協力をどうぞお願い致します。

幹事報告 ＜ 幹事　永野　陽子 君 ＞

＜文書案内＞
※11 月のロータリーレート＝78 円
※西都 RC より 11 月の例会案内
　11/1 　外部卓話
  11/8 　外部卓話（米山奨学生）
　11/15　100 万ドル　次年度選考方法協議
　　　 　クラブフォーラム（R財団・米山）
　11/22　会員卓話
　11/29　IM 報告
※広報　雑誌　IT 委員長～
　委員長ネットワークのためのメールアドレス登録の
　お願い
　＋当クラブは藤堂広報委員長により登録済みです。

委員会報告

　今年度中の目標の一つとして、近隣８クラブのメイ
クアップを決めて、会長と共に新会員の田邉君・大久
保君と共に参加させていただいております。行く度に
必ず沢山の気付きと刺激を頂くことが出来ます。皆様
にも是非おすすめしたいと思いますので、近隣クラブ
の例会場等のご案内を致します。
　月曜日
　　宮崎南 RC　ホテルプラザ宮崎会場
　　宮崎東 RC　ウェルシティー宮崎会場
　　延岡東 RC　ガーデンベルズ延岡会場
　　日向 RC　　喜重会館会場
　火曜日
　　西都 RC　　　ウェディングパレス敷島会場
　　宮崎 RC　　　宮崎観光ホテル会場　　
　　都城北 RC　　都城ロイヤルホテル会場
　　小林中央 RC　ガーデンベルズ小林会場　
　　日向東 RC　　はまぐり荘会場
　水曜日
　　宮崎北 RC　ホテルマリックス会場
　　延岡 RC　　ホテルメリージュ延岡会場
　　日向中央 RC　はまぐり荘会場
　　日南 RC　　　ホテルシーズン日南会場
　　小林 RC　　ガーデンベルズ小林会場
　　都城西 RC　ホテル中山荘会場
　木曜日
　　高鍋 RC　　ホテル泉屋会場
　　宮崎中央 RC
　　　ワールドコンベンションセンターサミット会場
　　延岡中央 RC　ホテルメリージュ延岡会場
　　門川 RC　　　割烹きらく荘会場
　　串間 RC　　　割烹こけ志会場
　　えびの RC　　和　　　楽会場
　　都城中央 RC　都城大丸会場
　金曜日
　　宮崎西 RC　宮崎観光ホテル会場
　　都城 RC　　メインホテルナカムラ会場
☆詳しくは皆様お持ちの「会員名簿手帳」をご覧くだ
　さい。

☆宮崎県中部分区例会場ご案内☆
○幹事　永野　陽子君

○誕生月～
　　梶田　與之助君
　　中武　幹雄君
　　荒武　義博君
　　日高　邦孝君
　　原田　宗忠君
○ご夫人誕生月～
　　梶田　規子さん
　　柳田　由起子さん
○結婚記念月～
　　中武　幹雄君
　　山本　兼裕君

♪11月のセレモニー♪

☆皆様
　おめでとうございます☆
♪ハッピーBOX披露♪
＜ニコニコへ＞
※太田　忍君～
　10月誕生月を記念して、身体の健康を第一に留意し
　てこれからも楽しんでいきたいと思います。
※日高　邦孝君～
　11月誕生月を記念して、やっと54歳になりました。
※梶田　與之助君～
　11月誕生月を記念して、今年は年男！72歳を迎える
　ことが出来たことは両親に感謝しております。
※梶田　規子さん～
　11月誕生月お祝いありがとう御座います。ロータリ
　アンの皆様からお祝いを頂きありがとうございました。
　佐土原 RCの益々の発展をお祈りします。
＜財団 BOXへ＞
※岩切　正司君～
　ロータリーの目的は「職業奉仕」の推進にある。

　予定では10月第三週
に予定しておりました
各お一人１名の推薦者
の紹介をお願いしたい
と思います。本日を入
れまして後２回時間を
取り発表していただき
たいと思います。

○会員増強委員長　太田　忍君

会員卓話
○村上　實君

例会中は携帯電話の電源を切るか
マナーモードにして下さい・・・MEMO
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