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■宇都　和治
　皆さんこんにちは。今年は酉年、年男でご
ざいます。６回目の年男を迎えました。誕生
は西暦１９４５年昭和２０年１２月１７日生
まれです。つまり８月１５日終戦から４か月
後に生まれたことになります。着るもの食べ
る物等全くない時代であります。私は男の双
子の兄弟です。生まれた日は大雪の降りしきる１２月の夜だっ
たそうです。子供は産婆さんが取り上げる時代です。医師も産
婆も間に合わず出血多量で母は無くなり双子の子供だけが助
かりました、母の命日が私の誕生日です。母が私たちの犠牲に
なったわけであります。以来母の女学校時代の写真をいつも抱
きしめていました。ミルクなどあるはずがない。ヤギの乳で育
てられました。小学２年までは裸足で学校に通っていました。
ゴム靴ができた頃が３年の時でした。その時の感動は今でも忘
れません。この歌を御存知ですか？「嗚呼玉杯に花受けて緑酒
に月の影宿し治安の夢にふけりたる・・・」小学４年の時の担
任は東京帝国大学卒の代用教員。ハンサムな男の先生でいつ
も授業の始まりの時、この一高寮歌「嗚呼玉杯に花受けて」の
合唱から始まりました。東京の情報を目を輝かせて聞き強烈な
バンカラ精神を吹きこまれました。小学時代は活動写真が回っ

てきて本当に楽しみの一つでした。その
時、感動したのが「白虎隊」と「風の又
三郎」の映画で、宮沢賢治の「雨にも負

けず風にも負けず」で始まる物語です。白虎隊は最後まで主君
の為に戦い飯盛山で自決したその少年剣士にあこがれ、学芸
会で白虎隊の詩吟と剣舞をやるのが得意でした。会津若松との
交流で鶴ヶ城、飯盛山に行った時は感涙抑えがたしの感動で
した。
　最初の年男の１９５７年昭和３２年１２歳小学６年生。その
頃のはやり歌は島倉千代子の東京だよオッカサン、美空ひばり
の港町１３番地。スポーツ界では長嶋茂雄が読売ジャイアンツ
に入団決定、売春禁止法が施行、文学作品チャタレイ夫人の恋
人が最高裁判所法廷で露骨な性描写があるとの理由で発禁命
令が下りました。今では考えられない出来事でした。
　２４歳の年男の年は１９６９年、中国の指導者は毛沢東の時
代、アメリカの大統領にリチャードニクソンが就任。米、中、ソ
連冷戦時代の幕開けでした。日本は６０年安保闘争、大学改革
等の嵐が吹き荒れて東大安田講堂の機動隊と全共闘のデモの
激しい攻防戦が毎日展開された。ゲバ棒を抱え中核、全共闘な
どと書かれたヘルメットとタオルのマスクをつけて権力に立ち
向かう勇敢な姿は正義の味方にも映りました。本気で国を変え
ようと安保粉砕を叫ぶスチューデントパワーは潮流となり全国
の大学に波及学生達が立ち上がったわけです。１９７０年代も
学生運動は全国に波及７０年安保闘争としてゲリラ闘争が連日
展開。激しい学生達の改革、革命の炎は止むことはなかったで
す。
　１９８１年から１９９３年の１２年間は女性のドライバーが１
０００万突破。ゴルフの世界では青木が男子賞金王、女性は岡
本綾子に輝きました。
　又他にも色々な出来事がありました、右翼の青年による当時

会  長  の  時  間 丸山　　修

　今日の会長の時間はロータリーのこと
には、ふれずに終わりたいと思っていま
した。
　４日（土）に鹿児島東ロータリークラ
ブ創立３０周年記念式典・祝賀会が山形
屋で開催され、式典は我々の例会場であ
るこの部屋、祝賀会は大食堂でした。中
央ＲＣの４０周年記念事業のひとつだっ
た東ＲＣとの共催記念事業、これは決定までには、実行委
員会でもいろいろな意見があり、東クラブの目玉の記念事
業として、薩摩義士による美濃国三川の宝暦治水工事の足
跡をたどる中学生派遣がやっと決まったという経緯があり
ます。
　当日、参加した中学生の３４人の中から５人の感想文の
発表がありましたが、何も知らなかった他クラブの方々に
は大きな感動を与えた様でした。その後で中央ＲＣへの感
謝状贈呈があり、今日皆様に報告致します。
　２月４日、立春でした。実は最も寒い時期ですが、初め
て春の兆しが現れてくる頃のこと、立春を境に気温があが
り始め、日は長く日差しも明るくなり一進一退を繰り返し
ながらではありますが、少しずつ春に向かって行くという
所でしょうか。

野球では、こちらは球春です。急にスポーツ新聞の中身が
濃くなりました。
　１月２７日に春の選抜高校野球大会代表校３２校が決定
しました。九州では、福岡大大濠、東海大福岡、熊本工業、
秀岳館の４校が決定しました。福岡県と熊本県２校ずつと
いう偏った出場となりましたが、昨年の九州大会のベスト
４なので、大方の予想通りで順当なところでしょうか。鹿
児島県からの出場は残念ながらありませんでした。
　プロ野球も２月１日一斉にキャンプに入りました。日本
ハム大谷翔平選手は右足首の具合が悪く現状では１００％
のランニングすらできないという事で本格的なピッチン
グ、バッティングもやっていないようです。ＷＢＣの出場
も辞退となり侍ジャパンの優勝を期待している我々もがっ
かりしました。アメリカ大リーグの関係者も実力を見極め
たかっただけに残念な事でした。
　２月１８日～２２日まで鹿児島県下一周駅伝が開催され
ます。薩摩・大隅路に春の訪れを告げる大会です。鹿児島
県内の購読率が３分の２を超える南日本新聞社が主催する
こともあり、同紙をはじめ県内の各マスコミが数週間前か
ら特集を組み大会を盛り上げる。このため鹿児島県内のス
ポーツ大会においては圧倒的に知名度が高く、鹿児島県の
２月の風物詩として親しまれている大会です。各地区で盛
り上がった応援がくり広げられる事でしょう。文字数が予
定を超えました。これで終わります。
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２月 平和と紛争予防／紛争解決月間



議　題
１）２・３月例会プログラム及び行

事予定（添付資料）・・・承認
２）会計報告（別紙明細）
　①　１月度試算表について・・・
承認
３）ロータリー米山記念奨学生の世

話クラブとカウンセラーの引き
受けについて

　●米山奨学生
　　氏　　名：モス　アミナ　サリナ（女性）
　　学　　校：鹿児島大学　農水圏資源環境科学

　　国　　籍：バハマ
　　奨学期間：２年（2017年４月１日～2019年３月31日）
　●カウンセラー　福山会員にお願いする（本人了解済み）
４）観桜会について
　　日時：平成29年３月25日（土）　18：30～
　　場所：東急ＲＥＩ
　　　親睦委員の参加率向上をお願いする。　
５）その他

①　次回理事会について
　平成29年３月６日（月）　例会後～　於：開聞
②　鹿児島東ＲＣとの合同ゴルフコンペ開催について
　日時：３月16日（木）　（合同例会当日昼間）　
③　鹿児島マラソンＴシャツ作成について・・・今回は作成し

ない

定例理事会議事録定例理事会議事録 会議名
場　所
日　時

出席者

欠席者

定例理事会
山形屋７F　開聞
平成29年２月６日（水）
例会後　～
青﨑　彰・吉田健朗
深野木信・田中和俊
橋元　隆・川畑英樹
新名主聡・高岡和也
宮脇謙舟・宇都和治
小福田博　　
丸山　修

2月6日のスマイル  小計 16,720円　2016～2017年度　累計 615,611円

●濵薗　義弘君／誕生祝ありがとうございます。毎日元気で楽
しくすごしていきます。
●橋元　隆君／誕生日お祝いありがとうございます。２月２８
日生まれ、管井きん、田原俊彦、中央RCの大坪さんに負けない
ように頑張ります。
●大坪　泰三君／誕生祝いありがとうございます。２／２８で
５８才になります。元々苦手なのですが、最近特に人の名前を
思い出せません。ロータリー例会でも未だに時々皆さんのネー
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情報集会報告

次 回 例 会　平成29年2月20日（月）

ロータリーソング：　「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
会長挨拶：会長　丸山　修君
誕生日お祝い：濵薗　義弘君（６日）　志賀　啓一君（６日）
　　　　　　　橋元　隆君（28日）　　大坪　泰三君（28日）
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１） 本日の配布　①月信２月号    　　
２）掲示板　　　
３）市内ＲＣ会長幹事会開催
　　２月７日（火）18：30 ～　東急ＲＥＩ
　　丸山会長・吉田幹事　出席
４） 情報集会　各班日程（別紙）
５）本日定例理事会開催　例会後　於：開聞
６）ＲＡＣ例会
　 ２/８（水）　20：00 ～　リバティークラブ
 　指名出席者⇒原田・中原・橋元・下村　各会員
　 ※例会プログラム　ＲＣ会員卓話＝高岡和也君
　 テーマ「携帯業界の話かAIロボットの話」　の予定

７）ＲＣＣ例会
　 ２/12（日）　11：00 ～　鹿児島市中央公園
　 指名出席者⇒池脇・尾立・里　各会員
８）次週　２/13（月）　例会プログラム
　　・クラブ奉仕フォーラム　　
　　・友の見どころ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
委員会報告 
３分間情報 
卓話：「年男年頭所感」
　　　宇都　和治君・田中　和俊君

第1842回例会
前々回（1月23日）の補正

59名
59名

45名
46名

83.33%
88.46%

出席報告 会員数 出席数 出席率

ムプレートをこっそり見て確認しています。
●志賀　啓一君／誕生祝ありがとうございます。まだ４４歳で
すが、体がいうことをきかなくなってきました。健康第一で今
後とも精進します。
●社会奉仕委員会／先週１月３０日にラシードクレアにて開
催されたラウンドテーブルにて参加者より集金させていただ
きスマイル致します。参加者は順不同で、丸山、小福田、新名主、
池畠、原田、森園、是枝、石塚、川畑、橋元、坂元、川路、宮脇、田中、
尾辻、吉田、稲留　各会員でした。１７名の参加ありがとうござ
います。RCの友情に感謝申し上げます。

の社会党浅沼委員長刺殺事件、日本連合赤軍が蜂起した浅間
山荘事件、自衛隊市ヶ谷駐屯地バルコニーで起きた作家三島
由紀夫率いる盾の会によるクーデター未遂事件、全員自決凄ま
じい光景がＴＶで映し出されました。ハイジャックよど号事件
等々、右翼と左翼イデオロギー対立の激しい時代でした。
　熱き青年期の時代を生きてまいりました。
　４度目の年男の時代１９９３年４８才
　皇太子、雅子様のご成婚発表、福岡ドーム完成、法隆寺、姫
路城、屋久島などが世界遺産に認定。自民党１党独裁が崩壊、
新党さきがけ、新生党など「殿、ご乱心」で有名になりました
連立政権細川内閣が誕生肥後の殿様が最高権力者になったの
です。８・６水害の時、細川総理が災害視察に来鹿しました。
　２００５年は還暦と年男が同時でした、日本の人口が１８９
９年から統計を始めてから大きく減少した。
　ロータリーに入会してはや満１０年あっという間でした。今
の職を天職、天命と感じロータリアンの名に恥じることなく職
業に奉仕してまいります。
　発明家、起業家であるトーマス・エジソンの名言に「幸福は
財産、地位、職業などで決まるものではない。その人が何を幸
福と考え何を不幸として考えるかで決まる」と述べています。
まったく同感です。

　他人から見て例えば貧乏であったり病気であっても幸せな人
もいる。逆に大金持ちでも不幸な人は山ほどいる。誰にどう見
られようと揺るがない自分にとっての幸せを大事にこの１年を
過ごしたいと思う次第です。
　脱サラして２０年。今年１０月で創業２０周年を迎えまし
た。薬局店舗数５店舗職員４０名の陣容になりました。年商８
億強まで業績を伸ばすことができました。ナショナルの初代創
業者松下幸之助の言葉に本当の企業の成功は立派な後継者を
創ってはじめて成功者と言える。創業者が見事なバトンタッチ
をされた！先輩の沖野、丸元、石塚、本坊、川畑、森園会員漏
れが有ったらごめんなさい。それぞれご子息、或いは人材抜擢
で後継者を誕生、更なる発展に邁進されています。羨ましい限
りで有ると同時に心から尊敬の念を感じます。いつの間にか息
子も４５歳になりました。１０月の創業２０周年の節目にバトン
タッチできるよう本日より新たな決意で精進してまいります。
次の年男の年齢は８４才それまで生きているか。海江田先輩の
健康長寿の生き方を学び、再びここに立ち「年男所感」を述べ
ることができるよう頑張ってまいります。　以上

※年男年頭所感　田中和俊様分は紙面の都合上、次週掲載い
たします。


