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本 日 の
プログラム

PETS 報告

会長エレクト

４月

橋元 隆 君
加島

繁

こんにちは。本日の会長の時間は公式戦が金曜

母子の健康月間

前回例会出席率

55.77％

手塚治虫氏の名作「ジャングル大帝」のレオをイメージキャラク
ターに採用し、根元監督から巨人軍ＯＢ広岡監督を迎えたころか
ら西武ライオンズ、パリーグファンになっていました。ひいきチー

日から始まったプロ野球の話です。

ムを尋ねられ、西武ファンですと答えると、良く西鉄時代からで

昔、タクシーの運転手さんが、お客様とは政治

すかと言われますが、広岡監督からのファンですと答えています。

と野球の話はご法度だと言っていましたが、なる

西武ライオンズファンになって嬉しかった事は、1982 年初のリー

ほど思想や好みは人それぞれ、ましてや贔屓の野

グ制覇、日本一を成し遂げ、創設 4 年目の栄冠と 3 年連続のリー

球チームの話しとなると誰でも熱くなります。

グ優勝と言う快挙でした。

本日は、暑くならない程度にプロ野球の話をすることにします。

広岡監督から、森監督になってからは、リーグ優勝 8 回、日本一

私は、西武ライオンズファンです。しかし子供の頃は巨人軍の

6 回という記録を残し、ファンとしては応援のしがいがあり、満足

ファンでした。

感を覚えた記憶があります。

愛護ソフトで目覚めた、野球好きの私は、多くの名選手を輩出し、

工藤、秋山、清原、石毛、辻、松坂大輔、など実践的なスター

球史に残る試合で 9 年連続優勝を成し遂げた、常勝巨人軍のファ

を輩出し、今のパリーグの実力、人気を引き上げ、セリーグに肩

ンが最初でした。

を並べたのではないかと勝手に思っています。

「巨人、大鵬、たまご焼き」の高度経済成長時代のぎりぎりの世
代でした。

西武ライオンズも今では、育成力、ＡＩによる分析力に優れた
ソフトバンクホークスに人気、実力とも奪われてきています。

現役時代打撃の神様と呼ばれた川上監督、ミスタージャイアン

決して負け惜しみではありませんが、プロスポーツを楽しむには

ツ長嶋茂雄、世界の本塁打王、王貞治とのＯＮ砲と藤田、城之内、

好きなチームを持つのが一番だと思っていますので、結果がどん

堀ノ内投手や 8：30 分の男、宮田投手や柴田、高田の一二番コン

なに悪くても情けない試合をしても喜怒哀楽を前面に出して、い

ビ、土井、森などのいぶし銀な守備を誇るなど、個性派選手が多く、

つまでも西武ライオンズを応援していきます。

テレビのナイターでよく応援をしていました。

近年、多くの人があらゆるスポーツに興味を見出し、チャレン

さらに「巨人の星」
「侍ジャイアンツ」などの人気漫画で野球は、
巨人しかないという思いでしたが、20 歳の頃、日本シリーズで巨
人軍とパリーグの試合を見て、テレビ放送もあまりないパリーグ
は、アウトローな感じがして興味がわきました。

ジしています。
ゲームのＥスポーツもボルタリングもオリンピック種目になり
ました。スポーツという概念自体大きく変わろうとしています。
ある講演で、コンサルタントが、「あなたたちのお孫さんが付く

後に西武ファンになりましたが、それまで西鉄ライオンズが九

仕事も、何十年後には知らない名前の職業が半分を占めるのでは

州のチームだということは知っていたのですが、歴史については

ないですか」と言っていました。子供たちのなりたい職業の上位

あまり詳しくありませんでした。1970 年西鉄ライオンズの黒い霧

である、ユーチューバ―やゲーマーなどがいい例です。

事件で、八百長行為をした名投手池永正明さんほか数名が、永久

Ｅスポーツにはついていけませんが、この年齢で今楽しめるも

失格処分を受けチームの成績不振、有名選手の他チームへの移籍、

のを失わないためにも、まだまだ西武ライオンズを応援していき

ファンのチーム離れなどで、低迷の一途をたどり「太平洋クラブ」

ます。

「クラウンライター」と目まぐるしく変わり 1978 年（昭和 53 年）

会長の時間でした。

10 月埼玉に「西武ライオンズ」が誕生しています。
やマンガ、及び茶芸があります。日本のアニメやマンガが、子供

米山奨学生卓話
■

陳

の頃に初めて日本に近く触れるきっかけであり、今でも興味を持っ

珂雨

ています。茶芸は日本の茶道に似ていますが、中国のお茶の種類は

今年はコロナの影響で、皆様にお会いできる機会

多いから、お茶作り及び味が違ます。お茶作りの腕前を磨く、友

は少なかったのですが、逆に毎回の例会を大切にし、

達と一緒にお茶を飲むと、リラックスした気分になります。そして、

価値があります。

自分の出身地及び故郷湖南省を紹介いたします。湖南省略称は湘、

この度、卓話をきっかけに鹿児島中央ロータリー

洞庭湖の南にあることから湖南と呼ばれます。まだ、水稲生産が

クラブに感謝の気持ちを伝えたいです。まず皆様に興味を持ってい

盛んで、中国の主要な米産地です。湖南省には、特別な地形と景色、

ただくために、自己紹介をさせていただきます。私は陳珂雨と申

少数民族の文化、独特の郷土料理があります。省都の長沙市は鹿児

します。個人的な興味には、バドミントン、ヨガ、水泳、アニメ

島市と友好都市で、記念建物の「共月亭」は長沙市の名亭「愛晩

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

亭」をモデルに建てたものです。長沙の嶽麓山麓に愛晩亭を見ると、
きっと同じ月明かりの鹿児島市を思い浮かべます。
今回の卓話を通じて、私と日本鹿児島の友情を深め、そして世
界平和交流やロータリーの意志を受け継いでいけたらと思います。

一番ヶ瀬会員お元気で

後任の下田さん
よろしくおねがいします

出席報告

卓話ありがとうございました

幹事代理 下村副幹事

zoom 出席 本坊会員

質疑応答

スマイル発表

全てに感謝してスマイルします。
●平山
●海江田

勢津子君／今日は陳さん、卓話、頑張って下さい！又今

順三郎君／昨日、薩摩川内市で開催されましたヒラサ

日で一番ヶ瀬さんとお別れです。一番ヶ瀬さんの最終学歴が玉里

本郷さくら「祭」に鹿児島西 RC の小正さんの後任保存会長として

自動車学校となりました！これから、もし履歴を書く時はお忘れ

出席いたしました。コロナの関係で参加者を制限した講演会だけ

なく…どうぞオートバイ安全運転でお願いします。お元気で…

になりました。

●一番ヶ瀬

●石塚

ました。鹿児島で２年間、充実した日々を送れましたのも鹿児島中

マツリ

俊雄君／孫が九大医学部に２度挑戦し、不合格で３浪して
マコト

達吉君／４月１日付で熊本銀行にうつることになり

迄やると言う。誠に頑固な奴だが後期試験で鹿大医学部に合格し、

央ロータリーの皆さんとご縁をいただいたおかげと感謝してます。

入学すると言うのでほっとしている。我子の時は自分の仕事で勢一

3月29日のスマイル 小計 20,000円 2020〜2021年度 累計 474,098円

わが

杯でしたが、孫になると今度は暇があり過ぎて熱が入るのですね。

4

回例会記録

3

月 日
（月）

本日の曲目：花・ひまわりの約束・愛の讃歌

第２００

ロータリーソング：「四つのテスト」
職業宣言唱和：7
退会の挨拶：一番ヶ瀬 達吉君
ゲスト紹介：米山記念奨学生 陳 珂雨（チン カウ）様
食事：「米山ランチ」・「本日の演奏」
会長の時間：会長 加島 繁君
奨学金支給：陳 珂雨（チン カウ）様
会務報告：幹事 高岡 和也君
１）本日の配布 ①週報
２）地区大会の最終案内
日時：５月 15 日（土） オンライン開催
出欠回答が未だの方は、明日３月 30 日（火）までに事
務局まで FAX にてご返信ください。
３）地区研修協議会について
日時：４月 24 日（土） 場所：都城市総合文化ホール
出席対象となる次年度委員長へは、FAX にてご案内し
ております。
出欠回答を本日 3/29（月）までに事務局へお願いいた
します。
（出席対象委員会：会員増強、広報雑誌 IT、職業奉仕、社
会奉仕、国際奉仕、青少年、ロータリー財団、米山奨学

29

委員会）
４）観桜会日時変更のお知らせ（3/24FAX 済み）
４月 10 日（土）に予定しておりました観桜会の日時が変
更となりました。
変更後の日時：4/17（土） 19：00 ～ 出欠回答を 4/2（金）
までに事務局へお願いいたします。
５）次週 ４/ ５（月）例会プログラム
・ ４/ ３〜４/ ４開催
PETS 報告＝会長エレクト 橋元 隆君
・ 定例理事会開催 例会終了後 開聞にて
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト卓話＝米山奨学生 陳 珂雨（チン カウ）様

次回例会 令和３年４月 12 日（月）
社会奉仕フォーラム
出席率
第2004回例会
前々回（3月15日）の補正

会員数
54名
54名

出席数
29名
33名

出席報告
55.77%
68.75%

演奏：入来慶子

