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来週のプログラム

　こんにちは、先週
の安部総理の会見か
ら小、中、高の学校
はお休みになり、県
内もイベントや年度
末の行事等が軒並み
中止に。また株価が
急落、マスクは売り
切れ、なぜかトイレッ

トペーパーやティッシュまで品切れと、コロナ肺炎の
影響で世界中が混乱している状況です。今日の例会も
休会にしようか迷いましたが、まだ県内でコロナ感染
者が出ていないこと等を考慮し例会を行うことにしま
した。
　来週以降については、本日理事会がございますので
そこで協議し、休会の場合には皆様にお知らせいたし
ます。2730 地区の行事については、7 日に危機管理
員会が開催され協議されるとのことですので、そちら

を待ってこちらも皆様にお知らせいたします。
　さて、明日は 3 月 3 日桃の節句（ひな祭りです）我
が家もまだ学生の娘がいますので、家内が先月押し入
れから人形をだして、飾っておりました。この桃の節
句は 5 節句の一つになるようです。節句は端午と桃の
2 つか知りませんでしたが 5 つあるようです。
　現代に伝わる五節句は江戸時代に幕府がそれまでの
節句をもとに制定したものです。1 月 1 日の正月元旦
は別格扱いとし、1 月 7 日の人日（じんじつ）、3 月 3
日の上巳（じょうし又はじょうみ）、5 月 5 日の端午（た
んご）、7 月 7 日の七夕（しちせき）、9 月 9 日の重陽

（ちょうよう）で五節句と定められました。節句にはそ
れぞれ独自の意味や決まった供物があります。昔の人々
にとって、節句は神事のためだけでなく、日々の雑事
を離れ、滋養のあるものを食べて鋭気を養い、まわり
の人との絆を深める貴重な機会でもあったようです。
　1 月 7 日（七草の節句）七草粥、3 月 3 日（桃の節句）
草餅、菱餅、雛あられ、5 月 5 日（菖蒲の節句）柏餅、
ちまき 7 月 7 日（笹の節句）索餅（さくべい）、9 月
9 日（菊の節句）栗ご飯、菊酒、5 節句に食べると縁
起の良いものを紹介いたしました。
　明日はひな祭りです菱餅などを食べ、運気を挙げて
コロナウィルスを追い払いましょう。

会長タイム

濱田　国雄　会長

・会長タイム
・幹事報告
・委員会報告

・会長タイム
・幹事報告
・委員会報告

◎セレモニー
◎ゲスト卓話

◎夜間例会（観桜会）
　ニューウェルシティ宮崎
　　　　　　　18：30～

第965回　例会　2020年4月6日（月）

・ ３月 15 日のロータリーディーは新型コロナウイ
ルスの影響により中止です。

・ ３月９日と３月 16 日は理事会で特別休会にする
か検討します。

・ 例会終了後理事会あります。理事役員の皆様は出
席をお願いします。

幹事報告

１．3 月、4 月、5 月、プログラム
・3 月 9 日、3 月 16 日の例会を新型コロナウイ

ルス感染拡大している状況を受け休会とする。
・3月30日（月）の夜間例会（観桜会）は、ニューウェ

ルシティー宮崎で開催する。

理事会議事録

3月 9日・19日・23日の例会は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため休会いたしました。



例 会 記 録 第963回  2020年3月2日（月）

プログラム

・会長タイム　・幹事報告　・委員会報告
◎セレモニー
◎会員卓話　　木下　昌徳　会員

出席状況報告

3月2日 第963回 2月10日 第961回

会員数 28名 会員数 28名

出席数 22名 出席数 20名

出席率 78.57％ 修正出席率 82.14％

メイキャップを積極的に行いましょう。

本日のビジター　石井公一郎  君（宮崎北ＲＣ）
　　　　　　　　長岡　紀行  君（宮崎中央ＲＣ）
　　　　　　　　ヤサ ･ パラグナ ･ ウマル  君（米山奨学生）
メーキャップ　　前取り：久寿米木和夫  君
　　　　　　　　　　　　中川　彰伸  君、森重　文彦  君

会員卓話

・前回の松下さん卓話、
格闘技の話。私も中
学、高校と柔道をし
てました。力量の差、
組んだ瞬間に判る。

・実は今日は何をしゃ
べるか悩みました。
結局ホテルの仕事に
関連。

　先週帰省し県立高校定時制の生徒さんテーブルマ
ナー実施。それで今日は、テーブルマナーよもや話
に致します。僕の話は「あっちゃこっちゃ」飛ぶの
でその点ご容赦を！！！　
ちなみにテーブルマナーとは関係ありませんが、

・ホテル名の語源
　　18 世紀イギリスは世界の大国、その後ロンドンは

世界経済の中心地となり、高度成長の秘訣を探ろう
とヨーロッパ大陸の貴族たちが押し寄せた。あいに
くイギリス貴族の館は数が少なく、イギリスの王室
や貴族の館をコピーしたホテルが続々誕生。名前も
王室にちなみロイヤルホテル、パレスホテル、プリ
ンスホテル等々。バッキンガム宮殿で最初に賓客を
迎える近衛兵の隊長、ホテルドアマンのコスチュー
ムもコピーである。

・テーブルマナーとは
　楽しく食べるための配慮、思いやり、エチケット
等々　「しきたり」のないヨーロッパの食事は和気あ
いあいである。何故か、それは「しきたり」はないが「エ
チケット」があるからと言われてます。「しきたり」
は他の人に強制されるもの、「エチケット」は自ら律
して身に着けるもの。

・今日はナイフ＆フォークの使い方等々の話はしませ
ん。
ただ一つだけ覚えておいて損はないのが、どんなに
たくさんナイフ＆フォークが並んでても、「外から使
う＆先の尖ってるナイフが魚」この 2 点。

木下　昌徳　会員

・エチケット、マナー違反
音を立てる　ゲップ NG、せき OK、おならは如何に？

（過失にて黙認）
・フランス料理

オードブル hors d’oeuvre ⇒ out of work 好きな
ものから食べる。
パンの役割　重要！！！（ちなみにパンとフルーツ
は残す OK）何故か？？
魚料理＆肉料理　なぜに魚が先か？？？（肉に比べ
て消化しやすいので）
俗説　サーロイン　イギリス　ヘンリー 8 世ロイン
に貴族のサーを与えた。
コーヒーの役割　消化を助ける（カフェインが消火
液の分泌を促す）
コック帽　フレンチの巨匠　オーギュストエスコ
フィエが考案 160 センチ
部下は大男ばかり。役職に応じ、3 段階 25 センチ
30 センチ 40 センチ。

・食欲をそそる色？？？　
男は赤　ホルモンの分泌→自律神経を刺激→
　　　　血圧上がる→食欲が出る。
女は紫

・ドリンク
ビール　液体のパン　栄養ドリンク　栄養価が高い

ミネラル　アミノ酸　ビタミン１. ２. ３
アルコール分低い　リンが多い。
戦時中、食糧事情が悪くイギリスでは妊婦
に配給。
貧血予防、整腸作用がある。
1853 年黒船ペリー提督　幕府への土産品

（篤姫、蒸気機関車）
ビールは飲みすぎるとトイレが近いという
けれど、
ビール　1.0 リットル→ 1.0 リットル
ワイン　1.0 リットル→ 1.6 リットル

（体の中の水分まで出る）
ワイン　魚料理には白ワインと言われるのは、白

ワインにはクエン酸とリンゴ酸が多く含ま
れ、これらの酸味が魚料理の淡白な味を美
味しくするためと生魚などに多い食中毒を
防止する殺菌効果がある。
肉料理には赤ワインと言われるのは、赤ワ
インには抗酸化物質と言われるポリフェ
ノールが多く含まれ、その中でもタンニン
という渋みを出す成分が肉の脂肪分と調和
して味を美味しくするためと、このポリフェ
ノールが肉料理を食べることによって増え
る血液中のコレステロール濃度を下げる働
きもあるためです。

スマイルＢＯＸ

久寿米木和夫　君　　３月 25 日でついに還暦をむかえ
ます。何か良い事があるのでしょうか？とりあえず今
後とも精進します。

長友　廣志　君　　３月５日で 67 才です。残り少ない
人生をゆっくり生きたいと思います。

濱田　国雄　君　　今年も品良くやせます。

畠中　和広　君　　ご来場のみな様　ありがとうござい
ました。

迫園　洋二　君　　２月 24 日に長男に初孫が生まれま
した。女の子です！じいちゃんになりました。


