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■ 本坊　修
　1944 年12月18日鹿児島で誕生し、さみど
り幼稚園、附属小、附属中２年の時（昭和34
年）麹町中へ転校。
　昭和34年、今上天皇の御成婚を家の前で、
パレードを見た。緑の多い土地だなと云う
のが感想。現在の最高裁判所の処に、米軍のカマボコ兵
舎があったのが印象的でした。日本の高度成長時代を東
京の中心部で実感し、常に道路が掘り返され移り変りゆく
都心を見ていたような気が致します。

　両親の元を14才の時に離れ、姉と
生活したのが懐かしいです。然し高
校受験は、都立高校は学校で願書等
の手続きは行うのですが私立の願書

は自分一人でやらなければならず、土地勘の無い時よくぞ
一人でバス・都電・省線・私電を乗り継ぎながら手続きを
したものだと、今思うと凄いなと思います。
　一番目に受験した駒場東邦を不合格で、暗い気持ちに
なったのを思い出します。
　人間の心が、豊かでのんびりとして隣人を思う気持ちが
おおらかだったと感じます。
　駒場東邦・都立九段・中大杉並・立教・学習院・海上高校・
慶応日吉・慶応志木と八校受験しましたが、この様に沢山
の高校を受験した方は多分いないと存じます。
　昭和34年～56年迄、東京・山梨・福岡、昭和56年に帰鹿、
そして現在に至り、一緒に仕事をさせて戴いた他の会社の
方々も現役を退き現在72才を迎え６回の申年を迎えました。
　前回、本村氏が髪の毛・薬・健康の話をされましたが、
まさしくこの年になりますと加えて孫の話が入ります。
　そして72才のこの年、55才から始めたフルマラソンをラ
ストランにします。
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３月 水と衛生月間

会  長  の  時  間 宇都　和治

　２月29日、今日はうるう年の「閏日」、
きょう誕生の人いますか？
　４年に一回の誕生日ですが、出生
届も２月29日、或いは３月１日にする
などいろいろあるそうです。又、「跳
躍の日」とも呼ぶそうです。理由はう
るう年の翌年の曜日は一つ飛び越し
て２つずつずれる。このことから英語
でleap day「飛び越える日」と言うそ
うです。イギリスではこの日は女性から男性へのプロポー
ズが伝統的に公認され、それを男性は断れないそうです。
　又、日本では2，29の語呂合わせで「にんにくの日」に
制定されているそうです。
　日銀のマイナス金利政策導入の影響で、賢い消費者の間に
銀行預金より友の会の入会、住宅ローンの借り換え等、家庭
の知恵が話題になっているそうです。早速、タンス預金の為
の家庭用金庫が人気上昇中。相当売れ出しているそうです。
　積立金以上の「買い物券」いわゆる「友の会」にも人
気集中。新規や口数を増やしているそうです。金利に換
算すると年８％以上に相当する場合もあるそうです。又、
お金を借りる人、融資を受ける人には恩恵があるわけで
す。話題でした。
　今年も花粉症のシーズン到来です。今や、４人に１人が
花粉症ともいわれています。目や鼻の強いかゆみ、鼻水、
くしゃみ等長期に渡るつらい症状、気分が沈み仕事の能率
が下がる、仕事も休むなど日常生活に大きく影響をおよぼ
す花粉症で有ります。その背景にはスギ林の放置によるス
ギ花粉の増加や、食生活の変化、喫煙習慣や大気汚染など
が言われています。大気汚染と言えば、中国からの越境大
気 汚 染「PM2.5」。PM2.5は 粒 径 が2.5μミリ（2.5ｍｍの
1000分の1）以下という非常に小さい物質で、Particulate 
Matter「粒子状物質」の頭文字をとってこう呼ばれていま
す。そのものが呼吸器や循環器に影響を及ぼすだけでなく、
粘膜を傷つけたり抗体が増えることによりアレルギー症状

を悪化させると言われています。PM2.5も冬から春にかけ
て飛来が増加すると言われています。花粉症の人は特に注
意が必要で、スギ花粉のおよそ15分の1なのでPM2.5を通
さないマスクを求める必要が有ります。
　スギ花粉、ヒノキ花粉の飛散開始はいつ頃で、ピーク
はいつか？スギ花粉は２月中旬から４月中旬でピークは
３月上旬。ヒノキ花粉は３月中旬から４月中旬でピーク
は３月下旬から４月上旬。花粉にひどく影響を受ける方
はピークより早くから対策を立てることをお勧めします。
やるのは今です！
　先ず、治療薬ですが花粉症のつらい症状は体内に分泌さ
れるヒスタミンが原因とされます。Anti Histaminつまり抗
ヒスタミン薬はヒスタミンの作用を抑制する薬です。
　今、病院で処方されるのは眠気が軽減された第２世代の
抗ヒスタミン剤です。「アレジオン」、「アレグラ」、「アレロッ
ク」、「ジルテック」等の薬があります。妊婦に用いる場合
はセチリジン「ジルテック」が良いとされています。アレル
ギー症状を抑える抗ヒスタミン剤はすぐに効果があるわけ
でないので、主治医に相談して花粉が飛来し始める前から
薬を服用することをお勧めします。つまり今のうちから花
粉症対策をしましょう。又、PM2.5、花粉飛来の情報は毎
日新聞に出ています。注意喚起情報をチェックしましょう。
　外出から家に入る前に髪、衣服、持ち物に着いた花粉を
払う。花粉が付きにくいすべすべした洋服を着用する。帰っ
たら必ずうがい、手洗いは当たり前。流水でぱちぱちしな
がら目の洗浄もする。外出時はメガネ、マスク、スカーフ、
帽子などでガードする。風の強い晴れた日は、昼前から午
後３時飛散量がピークを迎える為外出を控える。
　薬はお金がかかるし馬鹿にならない。薬を頼りにしな
いで花粉症の症状を和らげる方法があります。食材、食物、
果実を紹介します。リンゴ、ブロッコリー、トマト、ヨー
グルト、にがり、ニンニク、玉ねぎ、チョコレート、ココア、
青汁、べにふうき等があります。どれも花粉症に効果が
あるペクチン、ポリフェノール等花粉症を和らげる成分
を含んでいるとされています。
　花粉症に負けないで３月、４月乗り切りましょう！

前回例会出席率
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ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：５・６
会長挨拶：会長　宇都　和治君
会務報告：幹事　深野木　信君
１）本日の配布　　
２）掲示板
３）会長エレクト研修セミナー（PETS）開催について
　　日時：平成28年３月５日（土）－６日（日）
　　場所：指宿いわさきホテル
　　参加者：丸山　修君
４）３月ロータリーレート
　　１ドル＝116円　（２月　１ドル＝120円）
５）台湾地震に対する義捐金について（報告）
　　2/23に野中Ｇ事務所へ34,107円送金いたしました。
　　ご協力ありがとうございました。
８）次週3/7例会プログラム

　　・会員卓話＝平山勢津子君
　　　　　　　　「高齢運転者の免許更新について」
　　・広報雑誌IT委員会　「友の見どころ」
　　・例会終了後　理事会開催
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：「年男年女年頭所感」
　　　本坊　修君・福山　孝子君
　　　宮嶋　文昭君・稲留　宏君
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出席報告

次 回 例 会　平成28年3月17日（木）

会員数 出席数 出席率

鹿児島東RCと合同例会　18：30～　サンデイズイン鹿児島

2月29日のスマイル  小計 12,649円　2015～2016年度　累計 631,774円

ました。全ロータリアンの寄附で成り立っておりますこの制度を利用し
て、卒業していく留学生達は全員感謝の言葉でスピーチしておりました。
●国際奉仕委員会／池畠会員のはからいで、旧愛山（ラ・シードクレア）
にて開催されました。美味しいお食事を頂きながら「世界平和」について
語りました。有意義なラウンドテーブルとなりました。
参加者　宇都会長・深野木幹事・原田・川畑・池畠・青﨑・川村・里・川路・尾
辻・丸山・宮嶋・稲留　各会員よりスマイル致します。

●本坊　修君／先日ファンランの試走をしましたが、上野さん、小福田
さんに負けない様に走ります。宮脇さん、三島さんには負けないと思いま
す。上野さん、小福田さんは元気な走りでした。
●本坊　修君／愈々３月６日第一回市民マラソンです。中央RCからも10
名位参加するようですが頑張ってきます。リタイアーしないようにします。
●椨　茂吉君／米山留学生の卒業式が昨日宮崎にてあり出席して参り

■ 福山　孝子
　本年、申年の還暦を先陣切って迎えました。
その日は年明け早々の１月４日でした。
　まずは、少しだけこの10年を振り返ることか
らさせて頂きたいと思います。
　2005年当時、私はまだ海外駐在員の妻とし
てアメリカにおりました。たまたま一時帰国で鹿児島の実家
に戻り、家業の様子を伺ったことから私の運命が大きく変わっ
てしまいました。高校卒業と同時に鹿児島を離れて30年余り。
50歳の節目に実家の家業を引き継ぐことになりました。全く
経験のない未知の世界での孤軍奮闘が始まり、あっ!!という間
に10年の歳月が過ぎていきました。因みに夫は未だ海外勤務
中でアメリカ・シカゴにおります。10年もの別居といういささ
か冷めた雰囲気が漂いますが、夫とは高校時代からの親友で
もありますので、今時の遠距離結婚実践中とでも認識して頂
ければ有り難いです。
　さて、この中央RCには2011年、丸元会員、尾堂会員、平山
会員のお誘いを頂き入会致しました。そのおかげで、鹿児島
では根を張り、ご活躍なさっている皆様に出会うことができ
ました。
　最後に、私がどのような家業を引き継いでいるのかを短く
説明させて下さい。私の会社は、会社法人、病院、金融機関、
官公庁等の電話設備、ナースコール設備、防犯・監視カメラ
のネットワーク等の販売・施工を行っております。社長はトッ
プセールスマンとよく言われますが、私にはまだそういう技
も手腕も磨かれておりませんので、この場をもちまして皆様
のお耳に残して頂ければ幸いと存じます。職業を通して社会
貢献を肝に銘じ、この一年頑張ります。皆様の御指導の程、
よろしくお願い申し上げます。

■ 宮嶋　文昭
　今週の３月３日木曜日に48歳になります。
　東洋医学の教科書といえる文献『皇帝内経

（こうていないけい）』には『女性は7の倍数』、
『男性は8の倍数』の年齢の時に節目を向かえ、
体に変化が訪れるという記述があります。
　08歳・・永久歯に生え変わる
　16歳・・精通を迎える
　24歳・・男性の体が出来上がる。
　32歳・・男性として体が最も充実する。
　40歳・・衰えが見え始める
　48歳・・白髪が目立つ・・・顔にしわが増え、白髪が増えや
　　　　 すくなる。疲れが抜けにくくなる。体調に変化が見
　　　　 られる。
　ロータリーに入会したのが45歳でした。明らかに最近感じ
るのが、飲みすぎるとお酒が残るようになりました。やはり
体力的な変化が出始めているのかな？と思量しております。
翻って自分の私生活を振返ると、なんと鹿児島にきて１日の

酒量が２倍に増えているではないですか！鹿児島にきて、外
の会食も増えました。単身赴任から家族帯同になり家にいて
も飲みます。つまみは勿論、城山ストアの鶏肉・金目鯛など。
そして休みの日はスポーツジムで体を鍛え、サウナにはいっ
てお酒を飲む。の繰り返しです。
　金曜日に辞令がおり、高知に転勤することになりました。
土曜日の日経新聞に出ています。今度は単身赴任ですから、
お酒の量に気をつけて健康に留意する所存です。
　異動にあたり、鹿児島中央ロータリーの皆さまには公私と
もども大変お世話になりました。私自身も本当に楽しかった
です。この席をお借りしましてお礼申し上げます。　以上

■ 稲留　宏
　年男年頭所感ということでお話しさせてい
ただきます。
　まず初めに、何よりも、今プレッシャーに感
じていることそれは、今週末の鹿児島マラソン！
やばいです。はっきり言いまして、やばいです。
　改めまして、稲留宏、昭和43年３月５日生まれ、現在47歳
今週末で48歳になります。12・24・36とお蔭様で、今回で、
４回目の申年を迎える事が出来ました。ロータリーの、先輩
方と接していると、いつもひよっこで、安心してかわいがっ
てもらえるのですが、一般社会に出た時には、結構大人になっ
てきたなと感じる事も多くなってきました。
　自分が20歳の頃、48歳の方はしっかりしていて、すべて分
かって行動し、自信に満ち溢れてるように見えておりました。
しかし大人になった今、みんないろいろ悩み、もがきながら
いきているということも感じるようになりました。僕の今ま
では、波瀾万丈、まさか48歳でこんなに不安定な生活をして
いることは想像していませんでした。皆様ご存じの通り、今、
ここで、お話しさせていただいてることすら奇跡です。大阪
から鹿児島に来て23年。鹿児島を自分・家族の故郷に自ら選
び、何の知り合いも・親戚もないとこから、今まで築いてきま
した。苦労・挫折・失敗を経験してきました。しかし、すべて
が自分の糧になりました。様々な立場の方の気持ちがわかる
ような気がします。ふと、気がつくと居酒屋のマスターです。
お客様と毎日接し、様々なお話をしています。今までの僕の
経験が、とても役に立っています。ありがたいことです。小
さな幸せも敏感に感じれるようにもなりました。生きていれる、
ごはんが食べれる、毎日おいしい焼酎も飲める、家族も元気
です。まだまだ自分にプレッシャーを与え、何事にも挑戦し
てまいります。ロータリーのお蔭で、真剣に、積極的に、職業
奉仕・社会奉仕を日々行って参ります。学校・ＰＴＡ活動や
地域の活動をここまで参加するようになったのは、ロータリ
アンの先輩のお蔭です。さらに精進し60歳の年頭所感を皆様
とともに迎えれるよう頑張って参ります。どうか今後ともご
指導、ご鞭撻、叱咤激励、可愛がって下さい。応援してください。
よろしくお願い申し上げます。


