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2018～2019年度 国際ロータリー会長

バリー・ラシン

●会 長 池畠 泰光 ●副会長 坂元 直人 ●幹 事 加島 繁 ●編 集 広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

本 日 の ３クラブ合同例会・懇親会
プログラム （鹿児島・鹿児島西・鹿児島中央）

池畠

泰光

「１月は行く」「２月は逃げる」「３月
は去る」と良く云われますが、春の訪
れを告げる２月３日の節分は季節の分
かれ目と申します。年４回の節分は日
本の国ならではの四季折々の催事と
なっています。
節分に恵方巻き食べる習慣はいつ頃
から始まったか？ 1932年頃の大阪の寿
司店が所蔵していた書物によりますと、「巻寿司と福の神」
と云うタイトルのチラシに「恵方巻きの丸かぶり」と出し
たのが始まりの様です。
元々は大阪船場の旦那衆のあそびが発祥とされていま
す。大阪船場に近い花街で旦那衆がやっていた遊びを、
1940年に寿司店組合が「幸運巻寿司」と云うタイトルで行
い、1970年代にコンビニやスーパーが正月も終わって何も
ない２月にイベントとして販売促進に仕掛けたと云う事で
あります。今では全国での恵方巻き認知率は84.2％、喫食
率は61.1％となりました。
しかし、社会問題化しつつあるのが廃棄問題です。農林

■肥田木 康生
私の社会人生活はふた回り目24の年
でした。ワタミフードサービスという
過酷な会社と出会います。私のいた居
酒屋業態は旧御三家（養老乃瀧、つぼ八、
村さ来）から新御三家（モンテローザ・
ワタミ・コロワイド）に移行しており、
仕事は忙しく当時はかなり鍛えられま

セ金山RC創立40周年記念式典・姉妹盟約約35周年記念式典参加報告
■橋元 隆
平成31年１月18日～20日セ釜山RC創
立40周年記念式典・両クラブ盟約35周
年記念式典訪問は総勢29名の参加とな
り歴代最高の参加人数でした。
参加して下さった皆様に、国際奉仕
委員長として感謝申し上げます。
【参 加 者 順 不 同】（敬 省 略）海 江 田、池
畠夫妻、加島夫妻、椨夫妻、石塚夫妻、川畑夫妻、橋元夫婦、
肥田木家族３名、坂元家族５名、岡部、竹添、川路、松元、
高橋（事務局）、キム・ナムス（通訳）、鶴田（通訳）、五反田（非
会員）
今回、鹿児島中央RCはWCS（世界社会奉仕）としてセ
釜山RCと共同で、釜山脳病変福祉館に感覚統合室設置費用
を寄贈しました。
18日の14：00から釜山脳病変福祉館１階で感謝状等の贈
例会日 毎週月曜日

前回例会出席率

82.35%

水産省が流通業界に見合った販売を行うよう要請された食
品廃棄についての指導や呼びかけは異例の事態となってい
ます。
菓子業界では２月14日にバレンタインデーと云うイベン
ト（催事）を始めました。1900年代後半に製菓会社が欧米
のバレンタインに倣い、今では販売促進の最大イベントと
なってます。
明日５日は旧暦の１月１日（１日正月）春節を祝う、中
国の旧暦の月のリズムに則った暦です。
２月は我々ロータリークラブに取りましては大きなイベ
ントロータリーデーを開催する事となっています。
２月24日（日）かごしま環境未来館に於いて開催します。
中央ロータリーの会員の皆さん１人１人の役割をしっかり
認知されて全員一丸で成功させましょう。11時からカレー
ライスや豚汁等の振る舞い、13時から「地球環境地球温暖
化」による迫田修氏の講演があります。その後ワークショッ
プや餅つき振る舞い（150名様）を行い、夜にはジェイドガー
デンパレスに於いて交流会パーティーも開催します。どう
ぞ１人でも多くの参加をお願いします。

した。ただし残念なことに身体で覚えすぎ、頭を使うのを
忘れていたのがいまの経営に大きく響いております。考え
るな、感じろが当時の合言葉でした。一人でも多くのお客
様にあらゆる出会いとふれあいと安らぎの空間を提供する
ことという経営目的のために邁進した時でもあります。そ
の時の社長がこれまた同じ猪の渡辺美樹でした。同じ干支
で同じ大学の学部学科だったことで入社が決まったような
ものです。私の外食の基礎はここで培われました。今後も
当時を思い出しつつ、ロータリーで学ぶ職業奉仕を元に食
を通じて地域のお客様のお役に立つように頑張ります。

年男年頭所感

例会場 山形屋７Ｆ社交室

平和と紛争予防／

２月 紛争解決月間

事務局

呈式が行われ、２階での除幕式後、感覚統合室をはじめ２
階・３階のいくつかの部屋を見学させていただきました。
障害の程度によって訓練する部屋が分かれていましたが、
各々の患者さんが一生懸命取り組まれている姿に感動し、
少しでもお役に立てたことを嬉しく思いました。
18：30からはHOTEL NONG SHIMで、セ釜山RC創立40
周年記念式典・両クラブ姉妹盟約35周年記念式典が盛大に
行われました。
創立40周年記念式典ではセ釜山RCの金会長の挨拶にはじ
まり連続出席40年の梁パストガバナーら５名が表彰されま
した。
盟約35周年記念式典では海江田パストガバナー・池畠会
長の祝辞後、両クラブの功労賞が発表されました。鹿児島
中央RCからは海江田パストガバナー・椨前会長・丸元前会
長・石塚前会長・川畑前会長・丸山修前会長の６名が表彰
されました。
懇親会の席では余興の「のど自慢」が行われ、鹿児島中
央RCから海江田パストガバナーが「黄色いシャツ」・椨さ

〒892-0828 鹿児島市金生町3-13-5F
TEL.099
（223）
9366・FAX.099（239）3504

メール
kchuorc@bi.wakwak.com
ホームページ http://kagoshimachuo-rc.jp/

昼食はプルコギを、夕食はセ釜山RC会員並びに御夫人方
も同席しての懇親会で、美味しい焼肉をいただきお酒もす
すみました。
二次会はジャズバーで、何故かカラオケパーティとなり
身に余る歓迎ぶりでした。
20日は空港までの見送り、昼食の接待をうけて日本に帰っ
て参りました。
これで私の報告は終わりますが、そこで会員の皆様にお
願いが有ります。３月17日～19日にセ釜山RCのメンバー
15名様が研修を兼ねて来鹿されます。是非とも【倍返しを
したい！】と、思っておりますので皆様のご協力をお願い
申し上げます。

んが「釜山港へ帰れ」
・石塚さんが「二輪草」
・池畠さんが「味
噌汁の詩」・川畑さんが「珍島物語」と、大変盛り上がり
川畑前会長が間奏の度に審査員に【ジンロ】をお酌し準優
勝にまで登りつめましたが、審査委員長曰く「ジンロが無
かったら優勝だった」と言われ、会場が笑いに包まれまし
た。
また、石家さんの「二輪草」では、ご夫人の踊りが歌に
花を添え、ほのぼのとした雰囲気になりました。
19目は観光と工場見学でした。観光は松島（ソンド）ビー
チを一望しながら横断できる海上ケーブルに乗り、港では
“かっぱえびせん”を食べるカモメの大群と戯れ、昼から
はセ釜山RC副会長が経営する精密機械工場の見学。お土産
に鼻毛カッターをいただきました。

定例理事会議事録

会議名
場 所
日 時

日時：平成31年３月14日（木） 18：30 ～
場所：サンデイズイン鹿児島
５）セ釜山ＲＣ
（15名）３月17日（日）～ 19（火）来鹿 行事予定について
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
・3/17（日）夜 ふぁみり庵はいから亭与次郎本店にて歓迎会
・3/18（月）セ釜山ＲＣ12名はゴルフ、３名は観光
例会18：30 ～に変更 場所：ホテルグランセレッソ きずな
６）３月開催予定 年輪会日時について⇒4月に延期 テーマは「新クラブ発足」
７）森園 千廣会員 退会届について （添付資料）・・・・・・・・・・・承認
⇒1/31付退会 1月会費は免除
８）その他
①次回理事会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
平成31年3月4日（月）
例会後～ 於：開聞
②例会用名札老朽化の為、買い替え提案（事務局）
予算64,800～70,200円（1,080円/個x 60～65個）⇒65個購入（紺・金）

定例理事会
山形屋 開聞
平成31年２月４日（月）
例会終了後～
池畠泰光・加島 繁
田中和俊・前迫 実
橋元 隆・是枝良実
青﨑 彰・小福田博
中間貴志・松元まや
坂元直人・川路理幸
高岡和也

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
出席者
歯車会（ゴルフ）・・・３月14日（木）
8：30スタート 南国カントリー
２）会計報告（別紙明細）・・・・・・承認
①1月度試算表について
３）観桜会について・・・・・・・・・・承認
日時：平成31年３月23日（土）
欠席者
18：30 ～
場所：東急ＲＥＩホテル
※特別徴収金より2,000円／人、会費は親睦委員長に一任
４）鹿児島東ＲＣとの合同例会について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認

た時には、２番めに若い会員でしたが、今では、中堅より古くな
りました。今後共、よろしくお願いします。
●志賀 啓一君／誕生祝ありがとうございます。昨年この場で睡
眠時無呼吸症候群の疑いありと診断されたと報告しましたが、そ
の後確定し、今は鼻マスクをつけて寝ています。まだ46歳ですが、
体に気をつけます。
●星原 一弘君／誕生祝をいただきありがとうございます。２月
７日で59歳、前厄、全てのことを慎重に用心深く過ごさなければ
と思っています。今年も、家族からのプレゼントは多分LINEの絵
文字だけかな？ロータリーからのプレゼントがあってよかったで
す。ありがとうございました。
●丸山 健太郎君／誕生祝いありがとうございます。新天皇にな
る浩宮様とは、両親が結婚したのも同じ昭和34年の４月。産まれ
たのも同じ昭和35年２月です。いよいよ私たちの時代です。
●田實 大志朗君／誕生日プレゼントありがとうございました。
新車が来ました。
●社会奉仕委員会／１月28日社会奉仕委員会担当のラウンドテー
ブル参加メンバーでスマイルします。出席者、池畠会長・加島幹事・
尾辻・宇都・前迫・青﨑・稲留・川路・田實・宮脇

●池畠 泰光君／本日は栫浩多郎君の入会を心より歓迎致します。
これから中央ロータリークラブの会員としてロータリーライフを
楽しんで下さい。お蔭様で平均年齢も下がった様で嬉しく思います。
委員長の竹添さん。この勢いで60人到達を一丸となって達成しま
しょう。
●林 良昭君／結婚式を昭和36年当山形屋の７F当食堂でささや
かに挙式した事を思い出して居ります。３人の孫に恵まれ、生涯
現役で頑張る意気込みです。よろしく御指導下さい。
●濵薗 義弘君／誕生祝い、ありがとうございます。85才になり
ます。元気、元気です。前向きに過ごしていきます。
●丸元 貞夫君／①1/27（日）の鹿児島県高校新人ラグビー大会
で我が母校「玉龍」が鹿実を24-21で破り、見事に優勝してくれま
した。天晴ー！！後輩諸君、万歳です。鹿実OBの皆様すみません。
②セ釜山RCより、国際親善功労賞を頂きました。
●本坊 修君／①結婚記念日のお祝い有難うございます。昭和46
年２月６日、雪の降る日でした。②私事ですが池畠会長・加島幹事
年度、７ヶ月連続出席です。
●橋元 隆君／誕生日お祝い有難うございます。17年前に入会し

第１９２６回例会記録
２

月

４

日（ 月 ）

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ゲスト紹介：米山記念奨学生 モス・アミナ・サリナ様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 池畠 泰光君
入会式：栫 浩多郎（かこい こうたろう）君
⑴ 推薦者の言葉＝竹添 寛君
⑵ 会長よりバッジ贈呈
⑶ 新入会員挨拶＝勤務先：㈱共栄 専務取締役
職業分類：住環境事業
所属委員会：親睦
功労賞授与：セ釜山ＲＣ姉妹盟約35周年記念功労賞
⇒ 丸元 貞夫君 ・ 丸山 修君
奨学金支給：米山記念奨学生 モス・アミナ・サリナ様
誕生日お祝い：濵薗 義弘君（６日） 志賀 啓一君（６日）
星原 一弘君（７日） 丸山 健太郎君（11日）
橋元
隆君（28日）
結婚記念日お祝い：本坊 修君（６日） 林 良昭君（19日）
会務報告：幹事 加島 繁君
１） 本日の配布 ①月信2月号 ②ロータリーの友２月号
③抜萃のつづり ④新入会員候補者用紙
⑤セ釜山ＲＣより創立40周年及び姉妹盟約35周年記念 バナー2種類
２）配布しております新入会員候補者
・軸屋 麻衣子様⇒軸屋酒造㈱ 代表取締役社長
入会について異議のある方は、本日から７日間の内に幹事までお申し
出下さい。
お申し出のない場合は異議のないものと認め、入会の手続きに入りま
すのでご了承ください。
３）情報集会各班の日程について
１班 ２月８日（金） 18：30～ グランセレッソ きずな
２班 ２月６日（水） 18：30～ ごはんのじかん

２月４日のスマイル 小計 35,631円 2018～2019年度 累計 575,044円

３班 ２月13日（水） 18：30～ ごはんのじかん
５班 ２月12日（火） 18：30～ ふぁみり庵はいから亭 与次郎本店
４・６班 ２月14日（木） 18：30～ ごはんのじかん
※ご自分の班で参加できない方は、別の班でメーキャップをお願い致します。
４）奄美中央ロータリークラブ 創立40周年記念式典及び祝賀会のご案内
日時：2019年4月26日（金）16：30～ 於：奄美観光ホテル
登録料：7,000円（ご同伴者5,000円）
※参加される方は、事務局までお知らせください。
５）志布志みなとロータリークラブ 創立20周年記念式典並びに祝賀会のご案内
日時：2019年5月18日（土）15：00～ 於：志布志湾大黒リゾートホテル
登録料：10,000円（ご同伴者5,000円）
※参加される方は、事務局までお知らせください。
６）RCC例会 2/10（日）11：00～ 天文館松山通りリンクビル9階
指名出席者：濵薗・橋元各会員
７）本日定例理事会 例会終了後 開聞にて
８）次週 2/11（月） 祝日の為休会
次々週 2/18（月）例会は2/20（水）3クラブ合同例会・懇親会 18：30～
山形屋食堂に変更しておりますので、参加者の皆様はお間違えのない
ようにご集合下さい。
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：前迫社会奉仕委員長 情報集会について

次 回 例 会

平成31年２月25日（月）

情報集会報告「ロータリーデーに参加して」
出席報告
第1926回例会
前々回（１月21日）の補正

会員数
55名
54名

出席数
42名
43名

出席率
82.35%
84.31%

