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新暦では３月５日頃から１９日頃まで
を二十四節気では啓蟄とよび、暖かい気
配を感じて、土の中の虫たちが活動を始
める頃の事だそうです。
「啓」は開く、
「蟄」
は虫の冬ごもりのことだそうです。「虫」
には昆虫だけでなく、ヘビやトカゲやカ
エルも含まれます。
数日前の夜、雷が一晩中遠くや真近な所でも鳴っていま
した。立春の後で初めて鳴る雷を春の季語で「初雷」（は
つらい）というそうですが、この頃に鳴ることが多いため
「蟄雷」
（ちつらい）「虫だしの雷」ともいい、地中で眠る
虫が雷に驚き慌てて飛び出す姿を思いうかべるのも楽しい
ものです。日差しも前よりずいぶん強く感じるようになり
ました。雨もよく降りますが、一雨ごとに暖かくなりモモ
や野の花が咲き始め、羽化したチョウの姿も目にするよう
になり、一段と春らしさが増してきます。
花粉症をもっている方には厄介な季節の到来で、喜んで
ばかりではいられません。３か月ぐらいは続くんでしょう
か。お見舞い申し上げます。
さて、以前お約束していた最新の２０１７年日本プロ野
球のユニホーム事情がどうなったか、お知らせします。結

激走！鹿児島マラソン！出場者リレースピーチ
■ファンラン
本坊 修
去年フルマラソンは引退しますと宣言し
ましたらテレビ各局が取材し昨年は練習風
景等がオンエアーされ吃驚しました。今回
はファンランで楽しもうと思い前夜祭､ス
タートセレモニーに参加しましたがやはり
フルに走れば良かったとスタート前はおもいました｡そし
て去年は雨の予報でしたが当日は見事なマラソン日和で大
成功でした。然し今回は予報は午後から崩れると云うこと
で皆さん雨の対策はせずのレースでした。スタート時点か
ら雲行きが怪しくなり１０時頃から本降りになりフルマラ
ソンに参加された方々本当に大変だったと思います｡改め
て健闘に敬意を表します｡走った人しか解らない厳しさ､苦
しさがあったと思います｡
三島 浩幸
鹿児島マラソンファンランの部 小福田
さんと並走し、楽し
前回例会出席率 く完走させていただ
77.36%
きました。初挑戦は
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❸ 好意と友情を深めるか

鹿児島東 RC との合同例会
18：30～ サンデイズイン鹿児島
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❹ みんなのためになるかどうか

水と衛生月間

論はすっかり変わってしまいました。
アメリカマジェスティック社が、楽天（１４から）ソフ
トバンク（１６から）西武、
（１６から）ヤクルト（１６から）
ロッテ（１７から）の５球団のユニフォームサプライヤー
契約を結び、なんと NPB で“最大派閥”となりました。
デサントがオリックス、広島（ビジター）
、
ＤeＮＡの２．５
球団 ミズノが日本ハム、広島（ホーム）
、阪神の２．５球団
アンダーアーマーが巨人（１５から）
、アシックスが中日とい
う契約状況です。西武でナイキ社のスオッシュマークを右胸
上に見たのはついこの前だった気がします。巨人も長い間の
アディダスのマークを記憶している人も多いと思います。
では、なぜマジェスティック社が急に日本のプロ野球で
トップシェアになったのか。ものすごい勢いを感じますよ
ね。アメリカ大リーグ３０チームに、まとめて納入してい
る大メーカーですが、この契約が２０１９年までと言われ
ています。
МＬＢは、アンダーアーマー社と２０２０年シーズンか
ら１０年間にわたり各チームの公式ユニフォームや関連商
品を提供する契約を結んだそうです。マジェスティック社
は弾き飛ばされたようなものです。そこで慌ててＮＰＢに
飛びついたとも考えられます。
巨人とアンダーアーマーとの関係、何か暗示している気
がしています。本日は以上と致します。
運動不足の為ラストで失速し、不甲斐ない思いをしたの
で、今回は同じ轍を踏まぬよう昨年末から筋トレ＆ランニ
ングをスタートした成果と沿道で手を振ってくださる声援
が随分励みになり、足取りも軽く（？）ゴールできまし
た。次回は参加希望者全員当選し走れることを楽しみに体
型キープに努めます。ありがとうございました。
加島 繁
戦うアスリート加島です。
鹿児島マラソン第一回目は陸上競技場前
で外からの見学でしたが、人の多さと楽し
さで来年は内から見たらどうかと思ってい
ました。
くじ運の強い三島さんのおかげでファンランを走ること
になり、いい体験が出来たと感謝しています。
私も歳のわりには食欲があり中央ロータリーの例会の昼
食は、大盛が多いので体重を減らすことや、血圧の安定の
為にも、ジヨギングが欠かせないので来年もチャレンジを
考えていきます。
応援してもらった方には元気をいただきありがとうござ
いました。
わたし自身は多くの人達と走れたことは楽しい大会で
あったと思います。
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小福田 博
３月５日、二回目のファンランに参加し
ました。ただし、今回は自分の意志ではな
く、宮脇会員の代理参加です。
ランニング自体は距離も短く楽しく走れ
ましたが、雨には閉口しました。フルマラ
ソンに参加した方は、さぞ大変だったと思います。去年と
の違いはファンランでも「完走証」をもらえるようになっ
たことですが、氏名、時間等は各自が記入する形態の「完
走証」でした。

定例理事会議事録
議 題
１）３・４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）・・・・承認
① ２月度試算表について
３）RYLA（ライラ）について・・・・6名

会議名
場 所
日 時
出席者

自宅に戻りライブ放送を見ていると、「来年はフル」と
思うのですが、１年たつ頃には忘れています。でも、あの
タオルほしいなぁ・・・ さて、どうする？

の声かけについてＲＡＣ会員を中心によびかける
日時：4月15日（土） 黎明館
ホストクラブ：鹿児島南ロータリークラブ
４）例会ピアニストについて（添付資料）・・・・承認
５）その他
① 次回理事会について
平成２９年４月３日（月） 例会後～ 於：開聞

定例理事会
山形屋７F 開聞
平成29年3月6日（月）
例会後 ～
丸山 修・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

●里 良男君／仕事とカレンダーに追われるような感じで、
アッという間に一年過ぎました。毎年毎年、時の流れが早く
なったように感じます。誕生日お祝い有難うございました。
●逆瀬川 尚文君／昨日の鹿児島マラソン大会、無事終了
することができました。風雨に見舞われる悪コンディショ
ンとなりましたが、ひたすら走るランナーの姿に心打たれ
ました。何よりわがクラブの会員の勇姿は頼もしく、心から
拍手を送ることでした。皆さま、お疲れさまでした。
●稲留 宏君／お誕生日お祝い有難うございます。
４９才、
４０代最後になります。良い事も悪い事も出来る時に出来
るだけします。ウッシッシ♡
●三島 浩幸君／昨日は、鹿児島マラソン、ファンランの
部、無事完走することができました。スタート地点の逆瀬川
さんには気づいてもらえず、前迫さんのマンション、バルコ
ニーからの応援や池畠さんの荒田八幡の応援には、自分が
気づかず。雨の中、小福田さんとならんでゴールすることが
できました。ありがとうございました。
●石﨑 信一郎君／例会の時間を有難うございます。皆様
の応援のお陰で、完走致しました。ロータリーの皆様に恥を
かかせてはいけないとのプレッシャーが、力になりました。
有難うございました。
●国際奉仕委員会／２月２７日開催の、ラウンドテーブル
よりスマイルいたします。参加者川畑、石塚、前迫、中間、橋
元、加島、吉田、稲留、里、森園、川路。

●川窪 宏一君／例会の貴重な時間を頂きありがとうござ
います！今日はライラの参加お願いにまいりました。よろ
しくお願いします。
●丸山 修君／本日、クラブから慶弔規定により香典を賜
り有難うございました。父の意志により会員の皆様からの
御厚意は勝手ながらおことわりさせて頂き誠に申し訳ござ
いませんでした。
●吉田 健朗君／誕生日お祝いありがとうございます。明
日で５２歳になります。一昨日東京で１歳違いの兄の長男
（いわゆる甥）の結婚式に出てまいりました。自分の子供が
小さいので実感がなかったですが甥が結婚する年齢になっ
たんだなぁとあらためて感じました。
●小原 正信君／昨日、冷たい雨降る中フルマラソンに
チャレンジして参りました。途中何故、
自分はこんな事をし
てるんだろうと思いながらもゴールする事が出来ました。
本日卓話の機会を与えて頂きました事、感謝申し上げます。
●本坊 修君／昨日はファンランに出走しましたがフルマ
ラソンを走られた方々に敬意を表します。昨日の天候は本
当に厳しい状況でした。
●前迫 実君／誕生日祝いありがとうございます。６６才
になります。最近人のなまえが出てこなくなりました。脳の
活性化になるようなことをしたいと思います。

第 １８４６回例会記録
３

月

６

日（ 月 ）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：鹿児島南ＲＣライラ実行委員長 川窪 宏一様
食事：「米山ランチ」
会長挨拶：会長 丸山 修君
誕生日お祝い：里 良男君（２日）
尾立 六市君（４日）
稲留 宏君（５日）
吉田 健朗君（７日）
是枝 良実君（９日） 前迫 実君（12日）
竹添 寛君（13日）
新納 薫君（22日）
加島 繁君（25日）
会務報告：幹事 吉田 健朗君
１）本日の配布 ①月信 ３月号 ②ロータリーの友 ３月号
２）掲示板
３）那覇西ＲＣ創立55周年記念式典・祝賀会 のご案内
日時：平成29年5月10日（水） 18：00～
場所：ＡＮＡクラウンプラザホテル 沖縄 ハーバービューホテル
※詳細につきまして、後日ＦＡＸいたします。
４）ＲＡＣ例会
３/８（水） 20：00～ リバティークラブ
指名出席者⇒川畑・岡部・重久 各会員
５）ＲＣＣ例会
３/12（日） 11：00～ 鹿児島市中央公園
指名出席者⇒原田・岡部・重久 各会員

3月6日のスマイル 小計 41,000円 2016～2017年度 累計707,570円

６）本日定例理事会 例会後 於：開聞
７）次週例会プログラム
・鹿児島東RCとの合同例会の為 16日（木）18：30～ サン
デイズイン鹿児島
出欠回答まだの方、本日中に事務局へお知らせ下さい。
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：鹿児島南ＲＣライラ実行委員長 川窪 宏一様
「ライラ ＰＲ」
３分間情報：広報雑誌・IT委員会 「友の見どころ」
会員卓話＝「激走！鹿児島マラソン！出場者リレースピーチ」
ファンラン
本坊→三島→加島→小福田
フルマラソン 石﨑→小原
※大坪（欠席のためメッセージで紹介）

次 回 例 会 平成29年3月27日（月）
会員卓話＝会長エレクト 青﨑
「PETS報告」
出席報告
第1846回例会
前々回（2月20日）の補正

会員数
59名
59名

出席数
41名
47名

彰君
出席率
77.36%
90.38%

