
2020～2021年度  国際ロータリー会長　ホルガー・クナーク

●会　長　加島　繁　●副会長　橋元　隆　●幹　事　高岡　和也　●編　集　広報・雑誌・IT委員会（公共イメージ）

扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう扉を開ける勇気を　変化を感じる勇気を持とう

例会場 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
ホームページ

kchuorc@bi.wakwak.com
http://kagoshimachuo-rc.jp/山形屋７Ｆ社交室

本 日 の
プログラム

前回例会出席率

令和３年４月29日　第2008回例会

週報 No.

ゲスト卓話＝株式会社たいよう共済　鹿児島支店支店長
　　　　　元鹿児島県警刑事部長警視正　花田  純哉 様 母子の健康月間 66.00%

「60 代にしておきたい 17 のこと」
こんにちは。本日の会長の時間は、ブッ

クオフでよく中古小説を購入したりイン
ターネットで購入するときがあります。
その中の一冊で「60 代にしておきたい

17 のこと」という本をご紹介します。
この本はシリーズになっていて 10 代、20 代、30 代か

ら 60 代までの人たちに年齢に合った、今やっていた方
が良いと思われることを書いています。
私は、60 代ですので当然 60 代の本を購入しました。
たとえば、60 代でしておきたい 17 のことでは、20 代

でやりたかったことをやる、もういいかを手放す、仕事
にしがみつかない、お金でくよくよしない、趣味を持つ、
親の死んだ歳を数えない、新しいことを学ぶ、自分に合
う健康法を見つける、子供の人生に干渉しないなど「ご
もっとも」と思うものばかりです。
本によりますと、20 代の頃は、みんなが共通してお

金がなく、時間もなく、あるのは夢と希望だけ、彼女や
彼氏がいる人も、いない人も、勉強が出来る人も、そう
でない人も、大した差はありませんでした。
しかし、40 年後、50 年後の人生はどうでしょうか、

60 代は同級生でも、40 代、50 代にしか見えない人もい
れば、70 代かと思うような人もいます。
同窓会に行ったら、友達が「先生」に見えたと言う人

もいました。
けれども今はどうでしょうか。人生を楽しみながら生

きてきた人と、人生を辛く苦しいものだと思って生きて
きた人では、生き方で見た目が全然違ってくるというこ
となのでしょう、中学の時、仲の良かった親友同志が、
40年後に再会したら気づかなかったという笑えない事実
があります。どれだけの人生を歩いてきたかで、容姿や
雰囲気がその年齢よりも疲れているように見えているこ
とでしょう。
本の中でも 60 代になった時「あきらめる」ことが多

くなったのではないかと問いかけています。たとえば「山
登りしてみよう」と思っても自分の体力を考えて「無理
なんじゃないか」とあきらめる、何か新しいことを「始
めよう」と思っても「頭が、身体がついていかないじゃ
ないかな」とあきらめる。
「もういいか」と思った時があなたの人生のターニン
グポイントで「もういいか」と思った時は「まだまだ」
と自分に言って下さいと書かれています。
さらに、これからの人生を楽しく生き抜く秘訣は、

「迷ったらとにかくやってみる」それが失敗に終わって
も、面白い思い出が増えると考え「面白そう」とするこ

とにより、気持ちが若返るのではないかと考えるのも一
つの考えです。
いつの間にか「もういいか」「もういいよ」が癖になっ

てしまうので「もういいか」は絶対に言わないと決める
と新しい人生が広がって行きます。
60 代からは、健康が最も大事であること、身をもっ

て体験する年代と言われています。
どうすれば健康を維持できるかという観点から、ここ

で一度生活習慣を見直しましょう。
たとえば、野菜ジュースを飲むことを目標にしたり、

サプリメントを飲んだり、運動をしたりして健康を考え
ていく、健康を意識していない人は、「そんなことをし
ても死ぬ時は死ぬのだ」と言うようなことを言います。
その言い分はもっともですが、健康に気を使うのは、

死なない為ではなく、死ぬまで健康であることが健康法
の目的であると言ってもいいでしょう。
たばこをやめられないなら、吸いすぎないように気を

つけ、食事をかたよらない程度に気をつける事は、毎日
のちょっとした小さな習慣が、60 代からの健康を保つ上
で大切と言われています。
今や、「現代人は一日一食が良い」とか、「炭水化物を

食べない方が良い」と
お米やパンを食べないとか、「バナナが良い、グレー

プフルーツやリンゴが良い」などマスコミや専門家が唱
えると、スーパーから物が消えるという現象が起きてい
ます。
健康法にも自分に合うものもあれば、好き嫌いもあり

ます。
一日一食の方が健康になれる人もいれば、途中で血糖

値が下がり過ぎて倒れてしまう人もいます。
水泳が体に良いという人がいれば、それが原因で冷え

性を加速させてしまう人もいるでしょう。
自分は、散歩がいいのか、走るのがいいのか、自分の

体と相談しながら試して行って、自分にとって何がベス
トな健康法なのか、60 代の内に完成させることが大切
で車のようにパーツの交換はできませんが、歯や目、頭、
それに腰、ひざの関節などをそれぞれ努力して大事にす
ることが次の年代へ進む道筋が楽になるのではと書かれ
ています。
とはいえ、68 歳の私がどんなにあがいていても、Ｄ

ＮＡだけは変えることは出来ませんので、産んでもらっ
たことを両親に感謝しつつ、今できる事を心がけたいと
思います。
また、ありがたいことに本だけではなく、私の周りには

中央ロータリークラブの先輩方のような素晴らしいお手本
がたくさんありますので、とても心強く思っています。
作者は最後に、20 年で時代が大きく変わりました。
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ロータリーソング：「我等の生業」
職業宣言唱和：５・６　　　　　　　　
ゲスト紹介：卓話ゲスト＝

鹿児島県議会議員　藤崎　剛（ふじさき　たけし）様
食事：「本日の演奏」
会長の時間：会長　加島　繁君
会務報告：幹事　高岡　和也君
１）本日の配布　週報のみ　　
２）会津若松西RC訪問のご案内（４/12FAX済み）
　目的：友好クラブ盟約 25 周年についての協議のため、
　日程：６/11（金）～６/13（日）
　参加ご希望の方は、４月 20 日（水）までに事務局まで
FAXにてご連絡ください。
３）地区研修協議会　４/24（土）は、オンライン配信に変更
　参加者：宇都、橋元、下村、田中、吉田、川路、栫、
　　　　　事務局安部
４）本日ラウンドテーブル　18：30 ～　
　　於：ごはんのじかん inatome　担当：交流委員会

５）次週　4/26（月）　例会プログラム
　ゲスト卓話＝株式会社たいよう共済鹿児島支店支店長　
　　　　　　　元鹿児島県警刑事部長
	 　　　花田　純哉（はなだ　じゅんや）様
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＝鹿児島県議会議員　

藤崎　剛（ふじさき　たけし）様
　　　「鹿児島県議会開設 140 周年」

次回例会　令和３年５月 10 日（月）

ゲスト卓話＝
　　　「鍛えよ表情筋 顔ヨガで笑顔のトレーニング
　　　　　　　　　　　　　　　　宮㟢　真由美 様　

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2007回例会 55名 33名 66.00%
前々回（4月5日）の補正 55名 38名 71.69%
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本日の曲目：愛のあいさつ・誰かが私を見つめてる・星に願いを	 演奏：入来慶子

スマイル発表

●加島　繁君／ 4月 17 日、観桜会が開催されました。親睦
委員会の皆様、竹添会員、出席いただいた皆様に感謝致し
ます。ビンゴゲームで家内は梅雨前に買う予定だった、ふ
とん乾燥機をゲットしてうれしそうでした。ありがとうご
ざいました。さらにゴルフコンペの優勝賞金をいただきあ
りがとうございました。優勝者に贈られる「グリーンジャ
ケット」のサイズをお知らせしなくても良いでしょうか。
●竹添　寛君／ 17 日土曜日は観桜会会場としてホテルグラ
ンセレッソ鹿児島、薩摩彩膳きずなをご利用頂きありがと
うございました。親睦委員会出席者少ない中、福山、福留
両名の司会進行が上手く会がスムーズかつ楽しく終えた事

や、食材に関しての匠である池畠会員から料理に対しての
賞賛の評価、深く感謝致します。また、参加頂いた会員及
び家族の皆様方に感謝の気持ちを込めてスマイル致します。
追伸	本日 18 時 30 分から行われるラウンドテーブルの出席
もよろしくお願いいたします。
●松元　まや君／先日観桜会に参加させていただきました。
最近はコロナでどこへも行かないので、ロータリーの皆さ
んと話して楽しい時間を過ごし、生きていることを実感で
きました。ゴルフの猛打賞も喜んでいいかわかりませんが
有難うございました。また、じゃんけん大会で勝ち残った
のは嬉しかったです。司会の福山さん、福留さんお疲れ様
でした。
4月19日のスマイル　小計 12,000円　2020〜2021年度　累計 539,215円

自分たちが若いころの昭和の常識は、今は通用しなく
なったのです。
昔であれば、親が生きたように生き、親が死んだよう

に死んでいけばよかったですが、残念ながら、今の時代
ではそれはうまくいかないのです。
これからどんな時代になるのか、そのなかで、自分が

何をやるのか、やらないのかそれがあなたの人生の質を
決めるでしょう。
これからどう生きるのか、それは一人ひとりが決める

ことですと結んでいます。
　以上会長の時間でした。

ゲスト卓話＝「鹿児島県議会開設140周年」

明治 13 年第 1回鹿児島県議会をふりかえって
■ 鹿児島県議会議員　藤崎　剛

鹿児島における幕末維新の研究は、「西
郷隆盛とその周辺人物研究」が盛んに奨励
された結果、他にも数多くいる人物の掘り
下げと、明治に入ってからの研究がまだま
だ不足しています。今回、１つの先鞭にな
ればと調査研究しました。

明治４年の廃藩置県によって、鹿児島県政はスタート
したものの、明治 10 年の西南戦争によって多くの職員
が一斉退職、戦争に参画し、県庁は機能不全に陥りまし
た。建て直しのため、内務省から着任した岩村知事は、
県庁組織の再構築・県庁舎の再建・県会の設立と多くの
仕事をしました。

大久保内務卿は、地方から上がってくる多くの陳情要
望を中央政府で扱うには無理があると判断し、地方之体
制等之改正之儀を出し、その直後斃れますが、県会開設
へ遺志は引き継がれます。
鹿児島は戦後復興に時間がかかり、県会設立が遅れた

ため、明治 12 年の鹿児島県予算は知事の専決処分で執
行しました。県会開会式の日に、岩村知事は「明治 13
年予算を議員に審議してもらい、心安んずる処」と心境
を告白しています。地域の実情を加味した予算提案に
なっているか心配だったことがわかります。
その予算案を見ると、積算根拠が裏付けされているな

ど、県職員の緻密な仕事ぶりがわかります。議事堂にい
る県執行部・議員の参加者全員が初めての議会―多くの
時間がかかりましたが、議案の修正、予算の増額など、
試行錯誤しながらも、予算を可決し、140 年の歴史がス
タートしました。（注：当時は県議会ではなく県会でした）


