
年男年頭所感年男年頭所感
■田中　和俊
　今年、３回目の年男を迎えまし
た。というのは冗談で、ご覧のとお
り、４回目の年男４８歳になりま
す。鹿児島中央ロータリークラブ入
会が平成２１年３月でしたので、４月
生まれの私は、あのときまだギリギ
リ３９歳でした。先日、高岡会員が３９歳になった
ばかりとのことでしたので、私にもあんな頃があっ
たのかと思うのと同時に、高岡さんは若くていいな
あと思うことでした。これまでの年男を振り返りま

すと、１２歳は小学校６年生で親
の転勤ということで、奄美市の名

瀬小学校に転校しました。奄美には小６中１と２年
間しかおりませんでしたが、友人にも恵まれ楽しい
離島生活でした。先週の小川学夫様の島唄のお話し
お聞きしまして、奄美での生活を思い出しました。
たまたま先月、その時の同級生と二人と、実に３４
年ぶりにミニ同窓会をしたところでした。ちょうど
そのころ、逆瀬川さんが新聞社の奄美支局にいらし
たと後で知りまして、不思議なご縁も感じたところ
です。２４歳は山形屋に入社して２年目でした。
ちょうど８．６水害の年でもありました。とてもま
じめに働いていたことは、池脇さんと吉村さんに聞
いていただければと思います。１２年前の３６歳
は、前年の平成１６年の司法書士試験に合格し、研
修を経て、司法書士登録をして、山下町で事務所を
開業した年でした。それ以来、これまでなんとか皆

会  長  の  時  間 丸山　　修

　日本プロ野球１２球団のキャンプ
も中盤に入り選手たちも、より本格
的な練習の段階になってきたようで
す。
　今日は、中でも注目の大谷翔平選
手についてのお話です。
　岩手県奥州市出身で、社会人野球の選手だった父
とバドミントン選手の母を持つスポーツ一家の末っ
子として生まれる。翔平という名前は父が奥州・平
泉にゆかりのある源義経にちなんで義経の戦うと飛
ぶイメージから「翔」の字を用い、平泉から「平」を取っ
て名付けられたそうです。（ウィキペディアより）
　高校時代からアメリカ大リーグ志向でメジャー
リーグ挑戦を発表していました。
　しかし日本ハムが単独一位指名に踏み切り入団は
暗礁に乗り上げましたが、栗山監督をはじめ球団の
誠意と合理性のある説明に惹かれ日本ハム入団に
至った経緯は多くの方が覚えておられると思います。
　今年はご存じのようにプロ野球の開幕前にＷＢＣ
という国際大会が開催されます。侍ジャパンに招集
された選手たちは日本代表として、例年より早めに
ピークを持ってくる調整の必要があります。一番気
をつけなければならないのは故障しない事です。
　大谷選手の右足首痛はキャンプ序盤から報道され
ていたので出場辞退の衝撃は落ち着きつつあるよう

ですが、我々ファンは勿論大リーグの関係者も掛け
値なしの実力を見たかったので残念な事でした。日
本のリーグ戦の開幕に間に合ってくれるとファンも
興業的にも良いのでしょうが、どうなるのでしょう
か。今の段階では二刀流では、ピッチャーとしては、
間に合わないようで、出場したとしても、しばらく
はバッターのみとなりそうです。
　この様に大谷選手は、注目度の高い選手なのでメー
カーも、ほっておきません。日本ハム球団として契
約のユニホームはミズノです。グラブ、スパイクは、
アシックスを使っています。高校時代から変わりま
せん。これだけの注目を集めている選手なので契約
金も桁違いの様で宣伝効果も高く、大谷モデルとい
う黒色のグラブ、勿論ピッチャー用ですが、当店で
も良く売れているようです。
　プロ野球の選手としての契約は２月から１１月ま
でとなっています。１２月と１月、選手はユニホー
ムの着用はしません。というよりできませんと言っ
た方が正解かもしれません。自主トレーニングなど
で露出の多い選手は魅力です。大谷選手のオフシー
ズン着用ウェアの契約はデサントでした。いつもデ
サントのスウェットシャツパンツでランニング姿は
見たという方は多いでしょう。今日はミズノ、アシッ
クス、デサント日本３大メーカーの名が出ましたが、
他のメーカーについては、改めて触れたいと思いま
す。

情報集会報告

前回例会出席率
75.00%

本日のプログラム ２月 平和と紛争予防／紛争解決月間

出席報告 会員数 出席数 出席率

2月13日のスマイル  小計 20,255円　2016～2017年度　累計 635,866円

●林　良昭君／Ｓ３７年２月１１日、山形屋７階大衆
食堂で結婚式を挙げた事を思い出しています。ヨレヨ
レのこの年まで生かして呉れているワイフに感謝し
ています。ありがとうございました。
●川路　理幸君／お知らせです。本日は広報雑誌ＩＴ
委員会担当のラウンドテーブルになっております。皆
様と一緒に楽しくお話できたらいいなと思っていま
す。是非ご参加下さいますようよろしくお願いします。
●三島　浩幸君／結婚お祝いお礼のスマイルさせて
いただきます。今月１４日で結婚２５年目となります。
長女は福岡在住で、長男も高校卒業で３月から遠くに

第
１
８
４
３
回
例
会
記
録  

2
月
13
日（
月
）

レディースデー例会
次 回 例 会　平成29年2月27日（月）

ロータリーソング：「それでこそロータリー」
職業宣言唱和：３・４
食事：「米山ランチ」　
会長挨拶：会長　丸山　修君
結婚記念日お祝い：本坊　修君（６日）　稲葉　直壽君（10日） 
　　　　　　　　　三島　浩幸君（14日）林　良昭君（19日）　
会務報告：幹事　吉田　健朗君
１）本日の配布　①ロータリーの友　2月号　　　
２）掲示板　①1月度試算表　　
３）席替えの為、ネームの裏に席番号をご記入下さい。
４）本日　ラウンドテーブル・学習会　開催　18：30～　ごはん
　のじかん　
　　・ラウンドテーブル　　担当：広報・雑誌ＩＴ委員会
　　・学習会　　担当：ロータリー情報委員会
　　　テーマ　「ロータリーの用語解説質問会」
５）情報集会開催
　　第５班　２月14日（火）　18：30～　ごはんのじかん
６）鹿児島東ＲＣとの合同例会開催について
　　日時：３月16日（木）　18：30～

　　場所：サンデイズイン鹿児島
　　当日、合同ゴルフコンペ開催予定です
　　詳細決まりましたら、ご案内をＦＡＸいたします。
　　多数のご参加　よろしくお願いいたします。
７）次週　２月20日（月）　例会プログラム
　　・情報集会報告
出席報告：出席委員
スマイルボックス：親睦委員
委員会報告 
３分間情報：友の見どころ　広報雑誌IT委員会
クラブ奉仕フォーラム
　　司会進行　クラブ管理運営委員長　　青﨑　彰君

第1843回例会
前々回（1月30日）の補正

59名
59名

39名
49名

75.00%
92.45%

行きそうな雰囲気です。３月からは２人での生活にな
りそうです。新婚時代に戻れると私はドキドキ大変う
れしく喜んでおります。実際はいろいろなことがバレ
ないように毎日ドキドキしております。カミさんの監
視下の元、機嫌を損ねないよう日々精進していく所存
です。本日はお祝いありがとうございました。
●情報集会２班／加島・尾辻・重久・橋元・高岡・吉村・
石﨑
●情報集会３班／２月２日に行われた情報集会３班
で集めた分スマイルします。皆様お疲れ様でした。
●情報集会４班／石塚・海江田・小原・池脇・新名主・清
水

ラウンドテーブル　　担当：広報雑誌・ＩＴ委員会　　日時：２月 13日（月）18:30～　　場所：ごはんのじかん
参加者：丸山・宇都・丸元・尾辻・吉村・稲留・宮脇・川路　計８名

鹿児島東ロータリークラブの３０周年記念式
典で感謝状を頂きました。

例会場 山形屋７Ｆ社交室 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/
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平成29年２月20日　第1844回例会

学び・育み・実行しよう学び・育み・実行しよう

2016～2017年度  国際ロータリー会長　ジョン  F.  ジャーム
●会　長　丸山　修　　●副会長　青﨑　彰　　●幹　事　吉田　健朗　　●編　集　広報・雑誌・IT委員会

四つのテスト　　言行はこれに照らしてから　❶ 真実かどうか　❷ みんなに公平か　❸ 好意と友情を深めるか　❹ みんなのためになるかどうか



クラブ奉仕フォーラムクラブ奉仕フォーラム

■クラブ管理運営委員会　　　　　　  　　青﨑　彰
　クラブ奉仕の定義からおさらいをし
てみたいと思います。クラブ奉仕とは
第一奉仕部門であり、ロータリアンが
クラブを円滑に機能させるために行う
次のような行為をいいます。すなわち、
会合に出席すること、クラブの親睦に
加わること、クラブのプログラムに参加すること。委員
になること、理事を務めること、会費を払うこと、クラ
ブ外の活動においてもクラブを代表すること、などで
す。
　つまり、会合で会員に会う楽しみと会員同士が切磋
琢磨して職業奉仕への意欲を高める例会であり、ロー
タリーの友、月信により地区、全国、世界のことを学ぶ
手段であり、親睦ではお互いが語り合い職業や人生の
先輩から肌で学ぶ機会がそこにあるのです。クラブは
ロータリーの原点の組織でありクラブの自立があって存
在すると思います。
　２０１６年規定審議会により、クラブ運営に大幅な柔
軟性を持たせた改正がなされました。クラブ定款及び
クラブ細則の改定がなされます。クラブ運営委員会の

中の小委員会の変更について、広報・雑誌・ＩＴ委員会
を公共イメージ委員会として独立し、広く地域社会に
ロータリーを理解し、認識してもらうために幅広く情報
提供をする部門を強化するものです。
　さらに特別月間の一部名称の変更と実施月の変更が
あります。これはクラブだけでなくロータリアン一人一
人が活動に参加するよう強調するためにＲＩ理事会が
指定した月間で、それぞれの取組がされます。
　大迫ガバナーが出された冊子「職業奉仕とロータリー
の魅力」に記されている中に、ロータリアンとは『職業
奉仕を実践して社会に貢献している　社会と世界の
リーダーのステータスブランドである』
　また、我が中央クラブの初代会長の大津篤造氏はロー
タリーとは『火吹き竹。善意の火をかき立て、風を送っ
て大きく燃え上がらせる』
　ハーバート・テイラーは『ロータリーは親交を作るも
のであり、人を作るものである』と言っています。

　具体的な特別月間について　
　８月　会員増強および拡大月間、９月　新世代のた
めの月間、１０月　職業奉仕月間、１１月　ロータリー
財団月間、１月　ロータリー理解推進月間、２月　世界
理解月間（１９０５年２月２３日ロータリーの最初の例

様方のおかげをもちまして、仕事のほうも順調にさ
せていただき、一昨年からは、司法書士会の鹿児島
支部長もさせていただいております。このように私
にとっての年男は、なんとなく人生の転機が前後す
る年になっているようです。今年は今のところ何も
予定はありませんが、何か起こるかもしれません。
　さて、４８歳になるということで、私が今一番気
になることは、かっこよく年をとりたいなあという
ことであります。もともとかっこよくないからどう
しようもないやろという声が聞こえてきそうです
が、中央ロータリーの諸先輩方のように素敵な紳士
になりたいのであります。４０代になってまず気に
なりだしたのは、髪の毛であります。髪の毛一本一
本が細くなり、コシがなくなってきました。
　石塚会員は、入会間もないころから何かと声をか
けていただいておりまして、私にとって中央ロータ
リーの兄貴のような存在なのですが、私が４２歳く
らいのころには、「田中さん、おまんさあな、最
近、髪がうすくないやせんけ～」とか、当時岩切会
長で私が幹事でしたので「岩切さんに髪型も似てき
やったなぁ～」と容赦のないお言葉を頂戴しており
ました。ちなみに白髪はあまりなく、髪を染めたこ
ともないのですが、新名主さんや吉田さんも染めて
いらっしゃらないとのことをラウンドテーブルでお
聞きして、とても驚きました。次は老眼です。４３
歳くらいから小さい文字が見えにくくなり、メガネ
をはずして見たりしていましたが、先日とうとう観
念して、遠近両用メガネに変えました。それから、
お酒が弱くなりました。以前より早く酔いますし、
二日酔いはないのですが、お酒を飲むとグッスリ眠
れなくなり、しかも早く目が覚めるという最悪のパ
ターンです。いちおうこれでも頭を使う仕事ですか
ら、頭が冴えないと仕事にならないというこれまた
最悪のパターンが続いてしまいます。最近では、石

塚さんや池畠さんから「田中さん、こえやったなぁ
～」と貴重なお言葉を頂戴しております。実は私は
こう見えて、昔から意外と太っておりまして、現在
体重７６キロはあると思います。３０代以降、体重
が６０キロ台になったことはありません。年男年頭
所感ですから、今年の目標を決めないといけないの
かなとも思い、今年、年男を機に、夢の６０キロ台
を目指してみようかなとこの原稿を書いていて思い
ついた次第でございます。うちには同じくダイエッ
トを志す家内が通販で買ったワンダーコアがござい
まして、予想通り家内は三日坊主でまったく使わな
くなり、今や洋服をかける椅子のようになってし
まっておりますが、これから毎日、ワンダーコアで
腹筋運動をして、食事も腹八分目にしたいと思いま
す。私が例会でうどんそばや、カレーライス・ハヤ
シライスのときに大盛りを注文したり、おにぎりに
手を伸ばした時は、ご注意していただければと思い
ます。
　これまで容姿に関することを中心にお話ししてき
ましたが、私がロータリーに入って良かったと感じ
るときは、素晴らしい先輩方のいいところを盗ませ
ていただけることであります。特にスピーチが上手
な方が多くて、私もいつも勉強させていただいてお
ります。職業奉仕を中心としたロータリー精神を学
びながら、先輩方に少しでも近づけるような人格形
成を目標にこれからも努力精進したいと思います。
　思い出しますと、１２年前の３６歳からこれま
で、仕事もロータリーもあっという間でした。次の
年男は還暦でございます。それもきっと、あっとい
う間なんだと思います。先輩方のように元気に還暦
を迎えられるように、なんとかロータリアンとして
６０歳の年男になれるように努力精進してまいりた
いと思います。今年もどうぞよろしくお願い致しま
す。

会が開催された日）、４月　雑誌月間　　　
　特別月間ではないが１０月に米山月間

■出席委員会　　　　　　　　　　　　  池畠　泰光
上期２６回の例会の実績（平成２９年
２月６日現在）

◎出席率（メーキャップ含む最終）
７５％以上　　　６回
８０％以上　　　７回
８５％以上　　１０回
９０％以上　　　３回

◎上期（平成２８年６月～平成２９年２月迄）の連続出
席（メーキャップ含む）

０１．石塚　　　　１１．田中　　　　２１．吉村
０２．池畠　　　　１２．中原　　　　２２．是枝
０３．沖野　　　　１３．中間
０４．川路　　　　１４．橋元
０５．海江田　　　１５．林（良）
０６．川畑　　　　１６．深野木
０７．加島　　　　１７．丸山
０８．小福田　　　１８．宇都
０９．新名主　　　１９．三島
１０．高岡　　　　２０．吉田

　以上、２２名。これからも続けてご出席を宜しくお願
い致します。尚、第一回目の１００％出席例会は、平成
２８年１０月１７日ガバナー訪問の時に開催されまし
た。出席率８４.４８％でした。

　出席委員会は毎回、私池畠が出席委員長を務めてそ
の都度松元さんと二人三脚で出席率の発表を致してお
ります。当日の出席状況を池畠が発表、前々回の出席
状況（メーキャップを含む）を松元さんが発表しており
ます。
　これからも一人でも多くの会員が楽しく参加が出来
る事に微力ながら尽力をして行きたいと考えています。
　尚、下期の１００％出席例会は平成２９年５月２２日

（月）を予定致しております。（最終は理事会で決定され
ます。）次回こそ、１００％出席（メーキャップ含む）達
成に燃えています。

■広報・雑誌・ＩＴ委 員 会　　　　　
　  川路　理幸
上期の報告
・週報作製、「ロータリーの友」見どこ

ろ紹介、フェイスブックへの投稿等
・役割分担し広報冊子案内投稿と週報

にわけている。
・周年事業への広報活動
・40周年記念誌の作製（作製中）

下期の計画
・週報＝校正日程の見直、原稿依頼のしかたについて
・ホームページ、ＦＢ 利用、案内
・友の見どころの紹介のしかた、ピンポイントで笑いを

取る方法を伝授していただきたいです。

■プログラム委員会　　　　　　  　　　新名主　聡
　上半期の会員卓話は、熊本地震に関
わった三島会員（建物の応急危険度判
定）肥田木会員（店舗を通じた社会奉
仕）の体験談、池脇会員（北海道物産
展の裏側）松元会員（ホームページの
効果と制作）新入会員４人の自己紹介
の他、ゲスト卓話はＭＢＣ永江寛見氏（映像でつづる
昭和）、レディースデーは奥様方に参加していただき、
入来慶子氏・吉澤レイモンド武尊（サクソフォンとピア
ノ演奏とトーク）が出演。下期はゲスト卓話に南日本新
聞社岩松マミ氏をはじめ、鹿児島マラソンに出走した
会員のリレースピーチなど、ロータリークラブらしい、
そして楽しめるプログラムを目指します。

■親睦委員会　　　　　　　　　　　  　三島　浩幸
　中央ロータリーに所属して吉村前委
員長から引き継ぎ、初めての委員長と
いう立場で親睦活動させていただきま
した。
　お誕生日祝い商品選び、結婚お祝い
商品選びから始まり、スマイル発表順
番についても１年間の月曜日をピック
アップして発表順を表にして決定させていただき親睦
委員の皆さんに準備万端親睦としてスタートしたつもり
だったのですが、それがなかなかで行事途中で気づい
てたことが多々あり歴代の委員長の用意周到さに感心
させられることばかりでした。
　上期を終了して大きな行事としては
　  ６月１８日　城山観光ホテルでの納涼家族会での開催
　１２月１０日　ドルフィンポートでの忘年家族会
でしたが会場決定までに紆余曲折ありまして会長幹事
にご心配、ご迷惑かけてしまい申し訳ない気持ちで・・・
は、ちっともありませんでした。
　せっかく色々提案できる立場になったので新しいこ
とをしたいと考えましたので試みたのですがさすが百
戦錬磨のツワモノの集まりの中央ロータリーで、１つの
ことにいろんな方角から物事を考慮されているなと感
心させられました。
　新しい提案の１つが夏の情報集会で大坪さんの班ま
で巻き込んで「納涼電車」で情報集会を開催した件です。
何度も池畠さんの城山ストア、交通局に出向き打合せ
をし、段取りしたのですが　座席が全員外を向いて座
るという暴走気味の情報集会を開催してしまい、この
件に関しては、参加していただいたみなさんに申し訳な
い情報集会となってしまいました。
　ただ、その情報集会で鹿児島の納涼電車の存在を知
り、竹田さんが会社で納涼電車を貸切で飲み会をした
というお話しや、海江田パストガバナーから「今までに
ない情報集会で楽しかったよ」とお声をかけていただ
いたときは、準備が大変でしたが、やって良かったのか
なと感じました。
　最後に１つ、昨年末１２月２９日　親睦委員１１名集
合して忘年会を開催させていただきました。親睦委員
の皆さんと和やかに観桜会について熱い議論を交わし
ましたので、皆さんが楽しんでいただける観桜会にな
ると思います。下期もよろしくお願いします。


