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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
プログラム

鹿児島東 RC 合同例会
サンデイズイン鹿児島 18：30～
池畠

３月 水と衛生月間
泰光

春の薩摩路に１万2,523人が快走と云う大
きな見出しが今朝の南日本新聞に出ており
ました。春の訪れを知らせる第４回の鹿児
島マラソンは前日の雨もすっかり上がって
「マラソン日和」と云った所でしょう。森市
長実行委員長、鹿児島県陸連会長の本坊修
会長や、南日本新聞社の佐潟社長等もスタート地点で紹介
され、両手を上げて応えておられるお姿を拝見しました。
とても誇らしく思いました。当RCからはフルマラソン出走
で小福田会員が参加されました（42.195㎞を完走）弊社も
毎年５～６人で出走するのですが今年は参加申込みの時点
でモレた様です。
３月は行事が沢山あります。昨日は３月３日の「おひな

初のロータリーデー実施について（報告）
■前迫 実
川原篤雄ガバナーの今年度方針に基づき、
去る２月24日に2730地区それぞれのグルー
プにおいて一斉にロータリーデーが初めて
開催されました。
私共は鹿児島市内グループ10クラブでの
主催となり鹿児島中央RCが担当幹事となり
ました。従来のIM等の研修や奉仕活動と違い、市民との交
流を深めロータリーを知っていただくことが目的ですの
で、ましてや初めての経験ということで暗中模索の感があ
りました。そうした中ガバナー補佐会において決定された
環境問題というテーマを与えられておりましたので、ある
程度の方向づけが出来ました。そこで会場をテーマに沿っ
た施設の「かごしま環境未来館」と決め、基調講演として「地
球環境・地球温暖化」と題して迫田修先生にご講演いただ
きました。（受講者約100名）
また市民とのふれあい場としては、将来ある小さい子供
さんを対象にしたワークショップを通して環境を体感して
もらう民間の4団体ご協力を頂き、500名を超える入場者で
賑わいました。加えて入場者への「ふるまい料理」や「も
ちつき大会」を演出いたしましたところ、大好評で多くの
市民の方々に楽しんでいただきました。このことは一般市
民にロータリークラブというものを認識してもらうに十分
で画期的なイベントであったと思います。
反省すべき点としては、講演会の講師との事前打合わせ
が十分でなく「ぶっつけ本番」になってしまい、そのため
パワーポイントやDVD等の取り扱いに問題が生じてしまい
ました。しかしながら手探り状態で始めた第一回目として
は、目的を果たして成功裡に終えられたものと自負してお
ります。これは市内10クラブが協力しあい積極的に取り組
んだ賜であることに疑いはありません。このイベントを支
えていただいた、かごしま環境未来館の方々ボランティア
の方々そしてなによりも市内グループのすべてのロータリ
アンに感謝申し上げて報告といたします。
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局

前回例会出席率

74.55%

祭り」と云う事でひな人形を飾った所もあったと思います。
季節の催事と云うものは日本の文化として大切に残してい
きたいものです。
ロータリーデーは終わりましたが３月17～19日はセ釜山
RCの会員の方々が来日されます。先日１月のセ釜山40周年
式典では盛大なお迎えとおもてなしを受けましたので、少
しでもお返しが出来たらと思います。ロータリーは何と
云っても友好が大事です。姉妹盟約を更に深めて行く努力
をして行きたいと考えます。
又、３月23日は観桜会も開催されます。今期は新入会員
も多数入会されておられます。この様な場を生かして和や
かに和気あいあいとした観桜会と歓迎会に出来たら良いと
思っております。
どうぞ３月もよろしくお願い致します。

ゲスト卓話
■米山記念奨学生 モス・アミナ・サリナ
鹿児島中央ロータリークラブにお世話に
なっているアミナ・サリナ・モスと申します。
今日は、【これまでの奨学生の生活で得た
ものや、日本留学の成果などについて】書
かせていただきます。
過去２年間で、私はプレゼンテーション
をするために台湾とマレーシアに行きました。ロータリー
奨学金のおかげで、私は航空券を買うことができました。
私は水産養殖に携わる人たちと多くのネットワークを作り
ました。
米山奨学生になった後、私は１ヶ月に１回例会に出席し、
バハマについても年に２回演説します。出水のロータリー
クラブでもスピーチをしました。私はクラブのイベントに
参加するよう招待されました。また、学校では出会えない
ような幅広い分野の人々と話すことができました。私は、
着物、マンゴー、栗などの贈り物さえも受け取りました。
私がクラブに参加するたびに、クラブの全員が笑顔で挨拶
します。これらの経験は、通常の留学では得られない宝物
です。
日本留学の成果については、今まで、私は水産養殖ジャー
ナルに５つの論文を掲載しました。
さらに、今年、私は博士号を取って卒業する予定です。
論文のテーマは「クルマエビ（Marsupenaeus japonicus）
及びヒラメ（Paralichthys olivaceus）おける海産巻貝の飼
料素材としての利用性に関する研究」です。
ロータリークラブは、私たち奨学生にお金の支援だけで
はなく、色々なことを体験させてくださいました。ロータ
リアンの皆様には本当に感謝しています。世話カウンセ
ラー福山孝子さんに特に感謝しています。皆様、本当にあ
りがとうございました。

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

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

鹿 児 島マラソンに参加して

順位、総合順位がプリントされるのはフルマラソンのみに
なります。ゴール後にタオルと完走メダルがもらえるのも
フルマラソンのみですが、大会ロゴ等の入ったペットボト
ルはどちらもゴール後にもらえます。
「42.195 キロなんて、とても とても」とおっしゃる方
が多いですが、７時間の制限時間を大まかにいうと時速６
キロ少々で達成します。走れるだけ走って、後は歩いても
何とかなるのです。歩いてみようと思われる方は、是非参
加をご検討ください。風景が変わりますよ。

■小福田 博
さて、本日は私のタイムはさておき、鹿
児島マラソンについて、少し説明させてい
ただきます。
鹿児島マラソンはフルマラソンと 8.9 キ
ロのファンランとがありますが、申し込む
ことにより、どちらもＴシャツがもらえま
す。完走後は完走証明書ももらえますが、タイム、同年代

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
⑴ ２月度試算表について
３）セ 釜 山ＲＣ
（13名）3/17（日）
～19
（火） 来 鹿 行 事 と 費 用 に つ い
て・・・・・承認
⑴ 功労賞6名 表彰・・・・・・・
加島幹事手配

会議名
場 所
日 時
出席者

欠席者

⑵ クラブからのお土産（13名）
・・・加島幹事手配（ゴルフ組 8名、
観光組 5名）
⑶ 添付行事案内①～⑤の詳細・会費
→3/17歓迎会 ふぁみり庵 会費6,000円
→3/18例 会 きずな飲食代
7,000円（税込）
【会費5,000円＋例会費としてクラブより2,000円／人 支出】
４）その他・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・承認
⑴ 次回理事会について
平成３１年４月１日（月）
例会後～ 於：開聞
⑵ 年輪会開催 4/26（金）18：30～ 場所未定
⑶ 事務局高橋6月末にて退職 5/20（月）
～後任に引継ぎ開始
予定

定例理事会
山形屋 開聞
平成31年３月４日（月）
例会終了後～
池畠泰光・加島 繁
坂元直人・川路理幸
田中和俊・高岡和也
前迫 実・是枝良実
青﨑 彰・小福田博
中間貴志・松元まや
橋元 隆

専門店に匹敵出来る様、極めて参ります。皆様のご来店をお待ちしており
ます。お祝い有難うございます。
●福山 孝子君／本日、アミナさんは最後の卓話です。この３月に鹿児島
大学水産学部大学院を御卒業され、３月末にはご主人の仕事の関係で山口
県へ御一家で引越しされます。この２年間、皆様のあたたかいお声掛けに
心から感謝申し上げます。アミナさん！引き続き、日本でがんばって下さい。
●吉田 健朗君／誕生日お祝いありがとうございます。今週７日で54歳に
なります。年々体力の衰えと、体重の増加を実感しております。鹿児島マ
ラソンを走られた皆様にならい少しは節制と体力づくりの１年にしたいと
思います。
●竹田 孝博君／親睦委員長の竹田です。３月23日の観桜会ですが、現在
出席者25名と、例年に比べ低調な状況となっております。今一度、ご検討
いただき、出席可能な方は、宜しくお願いいたします。なお、私事ですが、
４月１日付で姫路支社長の発令がありましたので、委員長として最後の仕
事になります。ご報告とお願いを兼ねて、スマイル致しました。
●新納 薫君／誕生日お祝いありがとうございます。今月22日で64歳にな
ります。これを機に久しぶりに夫婦で旅行でも計画しようかと思っていま
すが、妻が一賛同してくれるか心配です。
●是枝 良実君／誕生日祝いありがとうございます。いよいよ前期高齢者
の仲間入りとなります。これからはアルコール等、節制に努めます。
●星原 一弘君／結婚記念日のお祝いありがとうございます。単身赴任の
お陰で、妻から日々小言を言われることもなく、毎朝、生存確認の電話が
あるくらいで丁度良い距離感です。子育ても介護も任せきりでしたが、子
育ては終了、介護は私の母親一人になりました。お蔭で仕事にしっかり打
ち込めます。妻には感謝しかありません。ありがとう。
●佐潟 隆一君／南日本新聞社がかかわらせていただいている県下一周駅
伝、そして昨日の鹿児島マラソンと無事に終わりました。県民やご支援、
ご協力をいただいている多くの皆様のおかげです。感謝しています。誕生
日祝いも有難うございます。
●村上 剛君／入会のご承認を頂き、ありがとうございました。まだ不慣
れですが、皆様のご指導のもと活動に励んでまいります。

●加島 繁君／健康を考えて食事の量を減らす妻と、食べ盛りの私との争
いが増えてきた66歳の春を迎えます。
●海江田 順三郎君／昨晩私が「明日結婚記念のスマイルをせんといかん」
と呟きました所、家内から「誰の、のネェ」と問い返されショックでした。
かく申す私も先週の例会で高橋さんから教えてもらう迄は63年前の結婚式
のことをすっかり忘れていました。お互い年は取りたくないものです。“忘
却の彼方になりぬ結婚日”
●前迫 実君／３月12日で68才になります。誕生日お祝いありがとうござ
います。今日もまっすぐに家に帰りません。
●里 良男君／３月２日で満73歳になりました。誕生日は、駆け足で追い
かけてくるような感じです。ボケ防止のために、もうしばらく仕事を継続
したいとおもいます。誕生日お祝い、そして結婚記念のお祝い有難うござ
いました。
●原田 正弘君／結婚祝ありがとうございます。27才で結婚して80才の今
日まで妻共々元気でやってきました。人生最高の幸せではないかとつくづ
く思うようになりました。後20年、自分へきばれ
●丸山 修君／結婚記念祝ありがとうございます。不思議ですが孫の話を
すると妻と仲良くなります。
●竹添 寛君／誕生日祝ありがとうございます。１年間何事もなくすごせ
ました。来年もお祝いただける様に健康には十分気をつけたいと思います。
●宇都 和治君／中央ロータリーの皆様より13回目の結婚祝いを頂き感謝
申し上げます。先月長男が49歳の誕生日を迎えましたという事は今年は50
回目の結婚記念日金婚式を迎えることになりました。金色の輝きには程遠
いですがいつも顔色をうかがい亭主関白に従えてきた妻に感謝します
ありがとうございました。
●宮脇 謙舟君／ 20年になります。今後もがんばります。宜しくお願い致
します。
●稲留 宏君／３月５日で51才になります。本年度の目標は「極める」です。
今年は豚年!!豚づくしのお料理、特に分厚いとんかつが大人気になりました。

第 １９２９回例会記録
３

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
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：里
良男君（２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）
佐潟 隆一君（17日） 新納
薫君（22日）
加島
繁君（25日）
結婚記念お祝い：宇都 和治君（９日） 里
良男君（11日）
原田 正弘君（13日） 海江田順三郎君（15日）
丸山
修君（16日） 星原 一弘君（21日）
宮脇 謙舟君（22日）
米山功労者：表彰 前迫 実君
会務報告：幹事 加島 繁君
１）本日の配布 ①月信 3月号
②ロータリーの友 3月号
③週報
２）鹿児島東RCとの合同例会開催について（ＦＡＸ済）
日時：3月14日（木） 18：30 ～
場所：サンデイズイン鹿児島
当日朝は合同ゴルフコンペを開催致します
※例会、ゴルフ共に出欠が未だの方は、今日中に事務局までお知ら
せください。

３月４日のスマイル 小計 57,000円 2018～2019年度 累計 660,468円

３）観桜会のご案内（ＦＡＸ済）
日時：3月23日（土） 18：30 ～
場所：東急REIホテル
※出欠が未だの方は、3/15（金）までに事務局までお知らせください。
４）ＲＣＣ例会
3/11（日） 11：00 ～ 天文館松山通り リンクビル9階
指名出席者⇒志賀、石塚 各会員
５）本日定例理事会 例会終了後 於：開聞
６）次週 3/11（月）は14（木）18：30 ～の鹿児島東RCとの合同例会に
振替となります。お間違えのないようご注意くださいませ。
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
３分間情報：友の見どころ＝広報雑誌・ＩＴ委員会
卓話：ロータリーデー報告＝社会奉仕委員長 前迫 実君
ゲスト卓話＝米山記念奨学生 モス・アミナ・サリナ様
会員卓話＝小福田 博君 「鹿児島マラソンに参加して」

次 回 例 会

平成31年３月18日（月）

セ釜山RC来鹿例会
ホテルグランセレッソ鹿児島きずな18:30～
出席報告
第1929回例会
前々回（２月20日）の補正

会員数
56名
55名

出席数
41名
43名

出席率
74.55%
84.31%

