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会員卓話＝伊藤一雄君・西川義久君
　　　　　「新入会員自己紹介」 R財団月間 89.66%

　こんにちは。今回は収穫祭についてお話します。
　毎年 10 月 31 日、世界各国で行われているハロ
ウィーンは、日本人にとっても身近なお祭りにな
りつつあります。
　ハロウィーンはアメリカのイベントと思ってい
る人も多いようですが、実は発祥の地はイギリス
だといわれています。
　もともとは、今のイギリス・アイルランド・北
フランスがある辺りに、2000 年前から暮らしていたケルト民族のお
祭りで、秋の収穫を祝ったり、悪霊などを追い出す宗教的な意味合
いのある行事だといわれています。
　カボチャの中身をくりぬいて「ジャック・オー・ランタン」を作っ
て飾ったり、子供たちが魔女やお化けに仮装して近くの家々を訪れ
てお菓子をもらったりするなど、今では国によって様々な楽しみ方
をしています。
　当時は、収穫物を狙って悪霊たちが現れると信じられていました
ので、悪霊たちを追い払う目的でお化けなどの怖い仮装をして紛れ
込むことで、存在感に気づかれないようにしたのが仮装の始まりと
されています。
　現代では、好きなキャラクターになるという発想に変わりつつあり、
経済効果はバレンタインデーを上回るそうで、近年渋谷のスクランブ

ル交差点やセンター街は大変な盛り上がりとなっています。昨年は
酔った若者が、車を倒したり、ごみ箱や公共施設が壊されたりと、目
にあまる行為もありましたが、今年はコロナ禍で様子が変わりました。
　飲酒禁止や着替えスペースの中止等の対策もあり、昨年より人出
は減少し、仮装した人たちもまばらで大きなトラブルはなかったよ
うです。
　一方、大阪は相変わらずの人出で、羽目を外す若者がいたようです。
時代とともに変化するのは仕方がありませんが、本来の感謝祭を忘
れないでほしいものです。
　日本でも五穀の収穫や新酒を神々に供えて感謝し、自らも食す儀
式が神社や大社で行われてきました。
　11 月 23 日の「勤労感謝の日」もまた、勤労を尊び、生産を祝い、
互いに感謝しあうことを趣旨としています。
　ちなみに、私の「秋の収穫祭」の主役は何といっても果物です。
男の人には珍しいとよく言われますが、朝食にもお弁当にも夕食に
も果物は欠かせません。
　とはいえ、最近は糖分の取りすぎを気にして量を減らしています
が、おいしい果物を生産される方々に季節を通して感謝祭です。
　ある意味、今回のハロウィーンのように、例年でしたらやり過ご
している季節のイベントに興味を持ち、ネットで調べて知識を得る
行動こそ「会長の時間」をおおせつかった最大の感謝すべき収穫と
言えるのではではないでしょうか。　
　以上会長の時間でした。
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国際奉仕フォーラム

■ 坂元  直人
　みなさん、こんにちは。加島・高岡年度で国
際奉仕委員長を務めさせて頂いております。
　本年度は新型コロナウイルスが猛威を振るっ
ており、例年の恒例行事となっておりましたセ
釜山ロータリークラブ離就任記念式典に参加を
することが出来ませんでした。
　本日の国際奉仕フォーラムでは、昨年度のセ釜山ロータリークラ
ブ離就任記念式典参加の様子を皆さんにご報告をさせて頂きます。
　皆様もご記憶をされておられると思いますが、昨年の鹿児島は
令和元年７月１日から記録的な大雨に見舞われ、降水量は８・６
水害を超えました。
　セ釜山ロータリークラブ離就任記念式典参加者の間におきまし
ては、離就任記念式典の前日には福岡に上がらないと釜山には辿
り着けないという判断で、前日の７月３日に上福することを決め
ました。ところが、７月３日の雨が一番強く、新幹線もほぼ止まり、
九州自動車道も通れなくなりました。
　昨年、竹添会員、加島会員、橋元会員が西回りの道をレンタカー
を借りて熊本まで行くと言い出されまして、私は橋元会員に「今
回の訪問は災害を理由に見送り、後日お詫び行脚をする方が良い
のではないか」と提案しましたが、聞き入れてもらえませんでした。
　昨年は、竹添会員、加島会員、橋元会員の熱意に押され、豪雨の中、
レンタカーで熊本まで下道走行したのを大変懐かしく記憶してお
ります。
　離就任記念式典当日の令和元年７月４日は始発から徐行運転と
熊本乗り換えで新幹線が何とか動き出し、昨年は総勢 20 名でセ釜
山ロータリークラブを訪問することができました。大災害を乗り越
えて私達が釜山を訪問したことに、セ釜山ロータリークラブの方々
も大変に感激され、いつも以上の歓待を受けたように記憶してお
ります。

　大勢の方が我々を空港まで出迎えて下さりましたが、本年度は
このような国際交流が途絶えてしまっている状況にあることをと
ても残念に思います。
　釜山の空港からセ釜山ロータリークラブの会員の関係者の方が
経営をしている焼肉店で昼食を取らせて頂きました。私は鹿児島中
央ロータリークラブの会長として皆さんの前で挨拶をさせて頂き
ましたが、私の挨拶に対するキム君からの後日のメールが大変嬉
しかったので、この場でご紹介をさせて頂きます。「釜山での昼食
会時に坂元会長がおっしゃった『鹿児島は豪雨でしたが、皆さん
にお会いするため私達は命を懸けて参りました』という表現を通
訳した時のセ釜山の方々の喜ぶ姿は一生忘れられないと思います。
とてもやり甲斐を感じました。」
　セ釜山ロータリークラブの方々としては、我がクラブが日本か
ら離就任記念式典に参加をすることについて誇らしく思っておら
れる印象を受けており、橋元・下村年度でコロナがある程度収束し、
参加ができる状況になっていることを祈りたいと思っております。
　離就任記念式典後の二次会でのカラオケ懇親会は大いに盛り上
がり、セ釜山ロータリークラブとの懇親が更に深まった会になっ
たような気がしております。
　二日目以降はソウルに移動し、当クラブ参加者の方々とソウル
観光をしました。
　釜山からソウルへの移動には、韓国の新幹線とも言うべきＫＴ
Ｘに乗りました。旅行中感じましたが、加島会長ご夫妻は本当に
仲の良い夫婦で、奥様はいつまでも若々しくされておられます。
　ソウルに移動しての昼食は、ソウルで一番有名なうどん屋さん
に皆で出向きました。橋元・下村年度のセ釜山ロータリークラブ
離就任記念式典参加の際は、またこのお店を訪問できる機会があ
れば良いなと思っております。
　ソウル移動後の夜は、ＮＡＮＴＡいう韓国演劇を観覧しました。
ＮＡＮＴＡは観客と一体型の素晴らしい演劇なので、ご覧になっ
たことがなければ、来期の離就任記念式典参加の際、鑑賞される
のをお勧めさせて頂きます。
　ソウル初日の夜は、カンジャンケジャンという生の渡り蟹の醤

加島　繁
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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：ナンワエナジー　キム・ナムス様
　　　　　　坂元・黒沢法律事務所　有馬　春樹様
食事：「百万ドルランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
誕生日お祝い：重久　善一君（２日）、福山　泰広君（10 日）、
　　　　　　　岡部　龍一郎君（18 日）
　　　　　　　松元　まや君（19 日）、池畠　泰光君（25 日）
結婚記念お祝い：春山　慶次郎君（２日）、丸元　貞夫君（３日）、
　　　　　　　　大迫　哲也君（3 日）、西川　義久君（11 日）
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　①週報　②月信　11 月号
２）RCC 例会　　11：00 ～　場所：リンクビル９階
　　11/ ８（日）　指名出席者　→　海江田・池畠　各会員
３）ＲＣＣ犬猫と共生できる社会をめざす会鹿児島の 2021
年カレンダーの販売をしております。
　2 冊で 2,000 円です。ご購入よろしくお願いいたします。

４）本日　定例理事会開催　　例会終了後　　開聞
５）次週　11/ ９日（月）例会プログラム
　　「新入会員自己紹介」　伊藤　一雄君、西川　義久君
出席報告：出席委員会
スマイルボックス： 親睦委員会
国際奉仕フォーラム

「昨年度のセ釜山ロータリークラブ離就任記念式典参加について」
坂元　直人君

「セ釜山ロータリークラブの現況と韓国の新型コロナウイルス対策の現況について」
キム　ナムス様

次回例会　令和２年11月16日（月）
会員卓話＝池畠泰光君

「激動の流通業界 50年の歴史を語ります !! 東のヨーカ堂、
西のダイエー、九州の寿屋、鹿児島では…」

出席率 会員数 出席数 出席報告
第1986回例会 54名 26名 89.66%
前々回（10月19日）の補正 54名 28名 96.55%
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油漬けを食べさせてくれるお店で夕食を取りました。カンジャン
ケジャンは東京の赤坂でも食することが出来るようですが、召し
上がったことがない方は、本場のカンジャンケジャンをお勧めを
させて頂きます。
　二日目の日中はキム君のお勧めのスポットを幾つか回りました。
１か所目はソウルでもインスタ映えすると有名なスポットで、２
か所目はソウルの宮殿の見学をしました。
　二日目のお昼はソウルで最も有名なサムゲタンを食べさせてく
れるお店で昼食を取りました。このお店は大変な行列ができる店
で、味も非常に美味しく、来期の離就任記念式典参加の際はまた
訪問をしたいと思っております。
　当日の夜は骨付きカルビの煮込みを皆で食しましたが、甘辛い
味付けで、日本人にも合う味付けだったような記憶です。
　セ釜山ロータリークラブの離就任記念式典に参加ができませんと、
年々疎遠になってしまう可能性がありますので、来期の橋元・下村
年度におきましては、コロナが落ち着き、何とか離就任記念式典に
参加ができることを祈りたいと思っております。
　私からは以上となります。

●加島　繁君／セ釜山、那覇西ロータリ、会津若松西ロータリーへ
の映像も無事送りました。皆様のご協力ありがとうございました。
美しい人はうつくしく写っています。
●海江田　順三郎君／本坊 修会員の黄

おうじゅほうしょう

綬褒章ご受賞を心からお祝
い申し上げます。
●重久　善一君／誕生日祝いありがとうございます。
●本坊　修君／この度、黄

おうじゅほうしょう

綬褒章の栄誉を賜り厚く御礼申し上げ
ます。先代、関係各位の皆様方特に社員の方々に感謝申し上げます。
●春山　慶次郎君／結婚記念日、お祝いありがとうございます。本
日 11 月２日が 34 回目の結婚記念日であります。今朝、妻に結婚記
念日の事を話しましたら、よく覚えていたねと久々に褒められまし
た。これもロータリーのおかげであります。ありがとうございました。
●福山　泰広君／前回、自己紹介のチャンスをいただき、誠にあ
りがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
●広報・雑誌・IT 委員会／ 10 月 26 日、広報・雑誌・IT 委員会担
当で開催したラウンドテーブルのスマイルです。久しぶりのラウン
ドテーブルで大いに盛り上がりました。参加者は、加島会長、高
岡幹事、尾辻、橋元、竹添、田中、宮脇、稲留、川路、高柳、福留、
牛田、西川各会員の 13 銘でした。

11月２日のスマイル　小計 30.639円　2020〜2021年度　累計 181,129円

11 月定例理事会　議事録
2020 ～ 2021 年度　　　鹿児島中央ロータリークラブ
会議名 定例理事会　　　　　　場　所　開聞
日　時 令和２年 11 月２日（月）　　例会終了後　　

出　席
予定者

加島　　繁・高岡　和也・下村　哲也・川路　理幸
田中　和俊・坂元　直人・栫　浩多郎・下　　隆治
竹添　　寛

欠席者 橋元　　隆・中間　貴志

議　題
1. 11・12 月例会プログラム及び行事予定（添付資料）

　①　11/9 以降の例会の出欠について
　　→  11/9 例会まで出欠確認をとり出席免除扱いとし 11/16 例会

以降は通常例会に戻しメークアップは例会日の前後 1 カ月
とする。Zoom 参加は今後も継続する。で承認

　②　11/16 のラウンドテーブルについて
　　→学習会兼ラウンドテーブルとして開催で承認
　③　12 月 7 日　職業奉仕フォーラムについて
　　→ 職業奉仕についての理解を含めるフォーラムを開催予定、職

業奉仕委員長に一任で承認
2. 会計報告（別紙明細）　　

　①　10 月度試算表について
　　→承認
3. 12/6 忘年家族会開催について

　→ 今期はコロナのため、クラブ忘年会として、当会員＋ひまわり
の会＋米山奨学生にて開催とし、抽選会などの催し物用に予
算から景品を購入する。場所はグランセレッソ鹿児島で承認。

4. 職業奉仕賞候補者推薦について（添付資料）

　　　　　授賞式　令和 2 年 1 月 25 日（月）　
　　 →下会員に候補者を推薦して頂くことで承認
5. その他

　①　次回理事会について
　　　令和 2 年 12 月 7 日（月）　　　例会終了後　　於：開聞
　　→承認
　②　米山奨学会寄付について（報告）
　　　10 月分スマイル　58,000 円　全額 11 月中に寄付致します。
　　→承認
　③　米山奨学生について
　　→ 今後の例会には本人の希望があれば参加して頂き米山奨学

会からのクラブ補助費 45,000 円については、会員と奨学生
の交流費や親睦会などに招待する費用として有効活用する
ことで承認。

【報告事項】

① 　ＩＨＪによる事務局のコピー機（2020 年 12 月リース満了）
入れ替えの件

　　７月理事会にて承認済み。12 月中に入れ替え予定
　→承認
② 　ガバナーノミニーは不選出、次年度ガバナー補佐候補に宇

都会員を推薦
　→承認卓話

キム ナムス様 誕生日お祝い 結婚記念お祝い


