
2020～2021年度  国際ロータリー会長　ホルガー・クナーク

●会　長　加島　繁　●副会長　橋元　隆　●幹　事　高岡　和也　●編　集　広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう

例会場 例会日 毎週月曜日 事務局
〒892-0828  鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099（223）9366・FAX.099（239）3504

メール
ホームページ

kchuorc@bi.wakwak.com
http://kagoshimachuo-rc.jp/山形屋７Ｆ社交室

本 日 の
プログラム

前回例会出席率

令和３年５月17日　第2010回例会

週報 No.

青少年奉仕フォーラム 青少年奉仕月間 75.00%

「世界の国旗」

こんにちは。
連休明けの月曜日、コロナの第 4 波で

全国に感染者が増える中、オリンピック
もどうなるのかわかりませんが、嘆いて
いても仕方がありませんので、本日の会
長の時間は楽しい話題にしました。

オリンピックにちなんで、世界の国旗についてクイズ
形式で紹介したいと思います。

1964 年東京オリンピックでは、国旗担当者がいて、参
加国の中には日本で知られていない国旗があり、現在の
ようにファックスもパソコンもありませんので、準備す
るのに大変だったようです。

近隣諸国の領事館や企業に国際電話で、色やデザイン
などを聞き出すしか方法がなく、当時は電話が繋がらな
かったり、途中で切れてしまったりと、テンヤワンヤだっ
たそうです。

何とか作り上げても、本番直前に来日するその国の選
手や関係者に確認するまではドキドキハラハラだったそ
うです。

今では考えられないエピソードです。
それではクイズを始めます。
上位 3 名様に豪華景品を準備しておりますので頑張っ

てお答えください。

【問題１】この国旗はどこの国でしょう？

①　　　　②　　　　③　　　　④　　　　⑤

【答え 1】①インド　②バングラディシュ（日本の国旗を
参考にしたそうです。）　③サウジアラビア（バックの緑
はイスラム教を表すそうです。）　④マレーシア（星の放
つ 14 の光は、マレーシアの 13 の州と首都を表していま
す。）　⑤香港（香港はイギリスから中国に返還され、マ
カオはポルトガルから返還され独自の旗が存在します。）

【問題２】　アメリカの国旗の星の数は何個でしょう。

【答え２】50 個。それぞれの州には州旗が存在します。

【問題３】今、コロナで頻繁にマスコミに出てくる世界

保健機構 WHO の旗はどれでしょう。

　  ①　　　　　 ②　  　　 　③

【答え３】②（①国際連合、③国際連合児童基金です。
色合い、形などよく似ています。）

以上会長の時間でした。

1983

ゲスト卓話

鍛えよ表情筋！顔ヨガで笑顔のトレーニング

宮﨑　真由美 様

　未だ収束の見通しがつかない新型コロナ
ウィルス感染症をはじめ、不安な情報が多
いこの頃ですが、眉間のシワ、下がった口
角、だるく重たい首や肩‥皆さんは疲れた
表情になっていませんか？マスクにも原因

があるかもしれません。
　「マスク老け」とは、マスクをする生活が長くなって
いく中で、マスクの重みや口呼吸などで、顔がたるんで
シワができて老けてしまうことです。マスクをする生活

は変わらないので、顔ヨガで表情筋を鍛えてトレーニン
グしませんか？
　私達が話す日本語は、表情筋を約 20% しか使ってなく、
マスクの下では更に 25 ～ 50% も減っているそうです。

（ドイツ語は 80% 使います。）今こそ、表情筋を使う時
です。
　そして、顔ヨガは舌も鍛えます。舌筋を鍛えることは
健康に繋がっているので、加齢による舌の落ち込みを防
ぐことができ、生きるために必要な食べる・呼吸する・
話すことにも関わってきますので、美容以外の効果の方
が多いかもしれません。
　心理学では、「フェイシャルフィードバック」と呼ぶ
現象があります。脳は主語を認識しないので、笑顔を作っ
ていると幸せではなくても脳が勘違いをして、幸せな気

加島　繁

５月



ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２　　　　　　　　
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝宮﨑　真由美（みやざき　まゆみ）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：鹿児島中央ＲＣ　会長　加島　繁君
誕生日お祝い：坂元　直人君（２日）・尾辻　章宣君（13 日）

（２名）
結婚記念御祝： 下村 哲也君（11 日）・尾辻　章宣君（20 日）
　　　　　　　福留　幸一郎君（26 日）・濱薗　義弘君（28 日）

（４名）
入会式：下田　亮二（しもだ　りょうじ）様
⑴推薦者の言葉＝丸元　貞夫君
⑵会長よりバッジ贈呈
⑶新入会員挨拶＝
　勤務先：株式会社　福岡銀行　鹿児島営業部　鹿児島営業部長
　職業分類：銀行　所属委員会：親睦
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布①月信　5 月号　
　　　　　　　②ロータリーの友　5 月号　③週報　
　　　　　④ 2021-2022 年度　年次計画・年次報告書原稿用紙
　　　　　⑤地区大会案内チラシ、ライブ配信視聴のご案内
２） 本日配布しました 2021-22 年度　年次計画書・年次報告

書原稿は 5/24( 月）までに事務局までご提出ください。　
（メール、ＦＡＸ、手渡しいずれも可）

３） ５/15（土）開催されます地区大会オンライン参加者を
追加募集しております。

　　参加ご希望の方は、事務局までご連絡ください。
　　 視聴方法につきましては、本日配布しておりますライブ

配信視聴のご案内をご覧ください。
４）本日定例理事会　例会終了後　於：開聞
５）次週　5/ １７（月）　例会プログラム
　・青少年奉仕フォーラム
出席報告：出席委員会               
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：ゲスト紹介　下　隆治君
　　　ゲスト卓話＝「鍛えよ表情筋！　顔ヨガで笑顔のトレーニング！」
　　　　　　　　　宮﨑　真由美 ( みやざき　まゆみ）様

次回例会　令和３年５月24日（月）

クラブ協議会
「地区研修、協議会」報告

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2009回例会 55名 39名 75.00%
前々回（4月19日）の補正 55名 33名 66.00%
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本日の曲目：ニューシネマパラダイス・ムーンリバー・われは海の子 演奏：入来慶子

持ちになるそうです。顔ヨガは笑う
練習を多くしますので、楽しく幸
せな気持ちになります。口角 2 ミ
リ UP の笑顔で、口周りの筋肉を鍛
えていきましょう。マスクを外す時
に最高の笑顔になれますように！

●濱薗　義弘君／結婚祝、ありがとうございます。結婚 60
年になります。
●丸元　貞夫君／本日の、下田亮二様の新入会、大歓迎です。
今後の活躍を期待して居ります。
●尾辻　章宣君／誕生日祝いと結婚記念祝い、毎年ですが
ダブルで頂き感謝です。今年で 73 歳、若さを売りにしてい
たつもりですが、今週と来週、白内障の手術を行うことに

なりました。今以上に世の中がはっきり見える怖さが気に
なります。コロナ対策だけでなく、今月は「天文館禁」と
なります。今月のお誘いはお断りいたします。悪しからず。
●福留　幸一郎君／結婚記念祝を頂きましてありがとうご
ざいます。５月は母の日、誕生日と家内関係の行事が多く、
この記念日はすっかり忘れていました。反省して今日から
がんばります。

5月10日のスマイル　小計 13,000円　2020〜2021年度　累計 555,215円

定例理事会議事録
議　題
1） ５・６月例会プログラム及び

行事予定（添付資料）　　
追加・変更点　　　
5/24（月）年輪会　於：ふぁみり庵

はいから亭　18 時に開始時間変更
5/31（月）学習会・ラウンドテー

ブルは予定通りごはんのじかん
にて開催予定

6/7（月）新旧合同理事会　於：グ
ランセレッソきずな　18 時半より

6/14（月）ラウンドテーブル　於：ごはんのじかん　18 時半より
6/21（月）次期委員長会議　於：グランセレッソきずな　18 時半より
6/28（月）会長幹事慰労会　於：グランセレッソきずな　18 時半より
 　　　　　…………………………………………………… 承認
2）会計報告（別紙明細）
①４月度試算表について・・・承認
②観桜会収支決算報告・・・承認
3）2021-2022 年度委員会名簿について（添付資料）

委員会の⑥に新たに、クラブ戦略計画委員会兼危機管理委員
会を追加
委員長：橋元　隆　副委員長：下村　哲也　
委員：加島　繁・高岡和也・田中和俊・松元まや
備考：毎年、当年度の会長幹事が委員長と副委員長を務め、
前年度会長幹事と次年度会長幹事が委員となり合計 6 名で構
成されるものとする。…………………………………… で承認

4）退会について
①牛田　篤志会員の退会について（添付資料） …………… 承認
5）ロータリー財団寄付（年次寄付・恒久基金寄付）について
　・ポールハリスフェロー　志賀会員に依頼することで承認
　・ 恒久基金ベネファクター　1000 ドルを加島会長に依頼する

ことで承認
6）会津若松西 RC 訪問について
　6/11（金）～ 6/13（日）で予定通り決行で、
　先方との打合せ時に会議費 3 万円を予算より使用するで承認
7）新旧合同理事会（日程・場所・時間・会費）について
　6 月 4 日（月）18：30 ～
　場所：グランセレッソきずな　会費：5,000 円 ………… 承認
8）会長幹事慰労会（場所・時間・会費）について
　6 月 28 日（月）　例会 18：30 ～　慰労会：19：00 ～
　場所：グランセレッソきずな　 
　会費：5,000 円（会員より 3,000 円徴収、例会費として 2,000 円支出）
　　　　 ………………………………………………………… 承認
9） 鹿児島大学アカデミーロータリークラブ創立１周年記念例会

について
　5/21 金　12：15 ～ 13：15
　 クラブより特別なことはせず、例会参加者がビジター費とス

マイルをすることで承認
10）その他
①山之内ガバナー年度協力金負担
　5,000 ×会員数（2021/7/1 付け） ………………………… 承認
②次期委員長会議について
　6 月 21 日（月）　18：30 ～
　場所：グランセレッソきずな　会費：5,000 円 ………… 承認

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和３年５月10日（月）
例会後～　

出席者 加島　繁・高岡和也
橋元　隆・下村哲也
川路理幸・田中和俊
栫浩多郎・下　隆治
竹添　寛

欠席者 中間貴志・坂元直人


