愛をもって行動し、実践しよう！
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本 日 の
プログラム

５月

青少年奉仕フォーラム
橋元

隆

皆さん こんにちは。
GW も終わり、2 週間振りの例会となり
ます。今回の GW は、人によっては 10 日
間の超大型連休となるケースもあり、皆さ
んも色々な休日の過ごし方をされたことと
思います。3 年振りにコロナウィルス対策
の行動制限のない GW だったので、各地の
行楽地や高速道路や交通機関では、観光客や帰省客等で賑
わいや混雑等している様子が報道されていました。実際私
も、親戚や友人・知人の久し振りの帰省があったり、食事
や買い物に出かけたりと楽しい時間を過ごし、コロナウィ
ルス感染拡大前の生活が少しずつ戻ってきつつあるように
感じていました。しかし、７日の県内の感染者数は 928 人
と、今まで最高の 974 人に次ぐ２番目の多さとなっていま
す。やはり気を引き締めて、今まで続けてきた基本的感染
予防対策をこれからも徹底しながら注意して生活すること
が大切だと思います。
さて、５月のロータリー月間のテーマは、青少年奉仕月
間となっております。来週が青少年奉仕フォーラムとなっ
ていますので、そのテーマに関しては来週以降にお話しさ
せていただきたいと思います。
本日は、先程お話しました GW 中に、私が訪れた観光ス
ポットを紹介させていただきます。皆様の今後の観光に少
しでもお役に立てれば幸いでございます。
今回は、鹿児島に長く住んでいても今まで殆ど行っていな
かった所に行こう！と、阿久根 長島に行くことにしました。
阿久根といえば、毎年４月〜５月に開催される「うに丼
祭り」が有名ですが、実は伊勢海老も歯ごたえがあり、甘
みも強いと有名みたいです。最近、テレビで偶然取材され
ていたのを見たので、
『ドライブイン 潮騒』というお店で昼
食をとることにしました。そこの店主は、水中銃での漁を
許可されている漁師で、黒之瀬戸海峡で捕らえた魚をその

ゲスト卓話
走る冒険家 ぽんの挑戦
岩元

みさ

もともと好奇心で動く性格で、インター
ネットでたまたまサハラマラソンが世界で一
番過酷なマラソンだということを知り、出場
を決意した。 いろんな準備を経て実際に挑
戦したのは 2018 年。この時は 45 か国から約
1300 人が参加していた。レースは約 230km
例会場 山形屋７Ｆ社交室

例会日 毎週月曜日

事務局
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日のうちに提供することで人気があり、非常に繁盛してい
ました。車で、鹿児島市内から約１時間 30 分かかりました。
川内まで高速で、川内から阿久根まで下道、そして阿久根
から阿久根北まで高速を走り、そこからは 10 分程でした。
私と妻は、「伊勢えび定食」と「うに丼定食」を注文しま
した。「伊勢えび定食」は 6,600 円で、伊勢えびのお造り・
鯛のお造り・魚の煮付け・伊勢えびの味噌汁・白ご飯とい
うメニューでした。「うに丼定食」は 3,800 円で、うに丼・
鯛のお造り・鯛の味噌汁というメニューでした。因みに、
伊勢えびの味噌汁は、２人前にも出来るとのことだったの
で、２人前お願いしました。値段もそこそこでしたが費用
対効果があり、何と言っても新鮮な魚に非常に満足しまし
た。皆様も阿久根方面に行かれる機会がありましたら、利
用されてみてはと思います。その際は、予約することをお
勧めします。
食後は黒之瀬戸大橋を渡り、長島を一周しました。途中
で『ブーゲンビリアの丘』という施設を見学しました。ビ
ニールハウスの中で、溢れんばかりに咲きほこる色とりど
りのブーゲンビリアを見て感動しました。そこで、高齢の
女性に話しかけられ 「キレイですね～ 手入れが行き届い
ていますね！」「そうですねぇ」と、暫く和やかに雑談を
しました。また老婦人にモテてしまった！と思っていまし
たが、妻曰く「きっと、花畑の管理人さんに勘違いされた
のよ」だそうです。
その後、道の駅で焼酎の“さつま島娘”を買おうとしま
したが、島内の酒屋でしか販売していないとのことでした。
酒屋も通り過ぎていたので購入を諦めていたところ、なん
と釣具店で販売していて購入することが出来ました。
“島で
しか買えない！”というプレミアム感があってか、早速そ
の晩に飲みましたが、まろやかな味わいで美味しいでした。
昼前に鹿児島市内を出発して 18 時 20 分には帰り着きま
したので、6 時間 30 分の観光でしたが、鹿児島の良さをま
た一つ知ることとなり、たまにはこういう時間の使い方も
良いなぁと思いました。以上、会長の時間を終わります。
を 7 日かけて走破するのだが、日によってはヘッドライト
の光を頼りに夜通し走り続けることもあった。砂漠では日
が沈むと、本当に真っ暗になるので、暗闇を一人ぼっちで
走ったときが最もつらかった。
サハラマラソンに完走した後、同年 10 月にはイランのシ
ルクロードウルトラマラソンに出場した。こちらは治安の
悪さから敬遠されて参加者は 30 人だったが、この時出会っ
た選手が「友情には国境はない」という声をかけてきて、
この選手とは今もスカイプなどで交流を続けている。
レースではリックに食料や飲み物のほか寝袋や炊事道具、
コンパス、薬などを背負いながら走る。最初に挑戦したサ
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そのためには出場資格があって、サハラマラソンとモンゴ
ルのゴビ砂漠マラソンの 2 つを完走しなくてはならない。
だから今、ゴビ砂漠マラソンにエントリーしている。この
大会はコロナで 3 年間中止されているが、2023 年 6 月の開
催に向けて、出場できるよう体づくりをしている。コロナ
が落ち着き、大会が開かれることを願っている。

ハラでは缶詰や煮つけの真空パックなどを持ちこんだが、
めちゃめちゃ重くて大変だった上に、暑さで腐ってしまっ
た。今は軽くて、栄養価が高くて、腐りにくいフリーズドラ
イの食料を自作して持っていくようにしている。ほかにサソ
リに刺されたときに毒を吸い取る器具や SOS の時に必要な
鏡なども携帯していて、全体の重量は 12 キロほどになる。
今後の目標は南極のウルトラマラソンに出場すること。

定例理事会議事録

推薦者：竹添 寛、坂元 直人
②氏名：濱上 友美（はまうえ ともみ）
勤務先：㈱新揮開発工業 取締役
推薦者：竹添 寛、宮脇 謙舟
→承認。会費は次年度から。
5）新旧合同理事会（日程・場所・時間・会費）について
→日程：6 月 6 日（月）夜 場所：ふぁみり庵
6）次期委員長会議（日程・場所・時間・会費）について
→日程：6 月 6 日（月）夜 場所：ふぁみり庵
7）6 月 27 日（月）会長幹事慰労会（場所・時間・会費）について
→場所：ふぁみり庵
8）6/12（日）会津若松西 RC 創立 60 周年記念、及び盟約 25 周年記
念参加について
→実行予定。会員に募集をかける＋会長から声がけ
9）6/18（土）那覇西 RC 創立 60 周年記念式典・祝賀会参加について
→実行予定。会員に募集をかける＋会長から声がけ
10）その他
①次回例会後の理事会はなし、夜に行う。

会議名 定例理事会
場 所 社交室
日 時 令和 4 年 5 月 9 日（月）
例会後 ～
出席者 橋元 隆・下村哲也
田中和俊・松元まや
高岡和也・丸山健太郎
宮脇謙舟・吉田健朗
栫浩多郎・竹添 寛
加島 繁
欠席者 坂元直人・小福田博

議 題
1）5・6 月例会プログラム及び行事
予定（添付資料）
→レ ディースデー例会は中止。ピア
ノ・弦楽器は可なので、ミニリサ
イタルを依頼中。
2）会計報告（別紙明細）
① 4 月度試算表について… 承認。
3）ロータリー財団寄付（年次寄付・
恒久基金寄付）について
・ポールハリスフェロー →入会が早い順に未寄付の方から選出
・恒久基金ベネファクター →会長にお願いする
4）
…新入会員候補者について（添付資料）
①氏名：植田 博志（うえだ ひろし）S50.12.23
勤務先：明治安田生命保険相互会社
鹿児島支社 支社長（小笹会員の後任）

●宇都 和治君／４月末から５月連休の間ゴルフコンペで３連勝しまし
た。シニアプロのテストを受けようと思いましたが、家族の猛反対で断
念しました。５月 14 日の IM 参加よろしくお願いします。
●志賀 啓一君／大変ごぶさたしております。全く出席できていなかっ
たので、いろいろひっくるめてスマイルします。今後はできるだけ来ら
れるよう、がんばります。
●丸山 健太郎君／きょうはゲスト卓話に走る冒険家「ぽんちゃん」こ
と岩元みささんをお招きしました。華奢な体つきからは想像できないほ
どタフな挑戦をしてきた岩元さんのお話を聞いて、元気を分けていただ
きたいと思います。よろしくお願いいたします。
●福留 幸一郎君／結婚記念祝まことにありがとうございます。先程下
村幹事から札を頂き気付きました。北海道物産展で何か買って帰ろうと
思います。

●橋元会長・下村幹事／本日のゲスト、岩元みさ様、鹿児島中央ロータ
リークラブにおいで頂き、ありがとうございます。卓話、楽しみにして
おります。
●濱薗 義弘君／結婚記念祝い、ありがとうございます。57 年になり
ます。
●本坊 修君／連休は母の実家京都で過ごしました。神仏混合 152 神
社仏閣の一部を参拝しました。赤穂神社、生田神社、湊川神社、長田神
社そして琵琶湖にある竹生島宝厳寺を参詣。今 72 神社仏閣が終り残り
80 ヶ所です。
●池畠 泰光君／この度、長男の結婚式を弊社クイーンズしろやまで行
ないました。又、永年の願いだった桜島の袴腰港に浮桟橋が設置されま
した。世界に誇る桜島と錦江湾クルージングを今後ともお楽しみ下さい !!

本日の曲目：ありがとう・追憶・イマジン

第２０４ 回例会記録 ５月９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：卓話ゲスト＝岩元 みさ様
食事：「本日の演奏」
会長の時間： 鹿児島中央ＲＣ 会長 橋元 隆君
誕生日お祝い：坂元 直人君（２日）
・尾辻 章宣君（13 日）
宇井 英信君（17 日）
結婚記念御祝：下村哲也君（11 日）・尾辻 章宣君（20 日）
福留幸一郎君（26 日）
・濱薗 義弘君（28 日）
会務報告：幹事 下村 哲也君
１）本日の配布 ①週報 ②月信 5 月号
２）2022-23 年度 年次計画書・報告書原稿依頼メールを、
本年度・次年度役員、各委員長へお送りしております。
5/23( 月）までに事務局までご提出ください。
３）5/14( 土）開催されます IM（インターシティーミーティ
ング）の追加募集をしております。
参加ご希望の方は、事務局までご連絡ください。後方にチ
ラシをおいております。
現在の参加者：海江田、宇都、橋元、田中、椨、尾辻、
岩下 会員 （７名）
４）5/15（日）ロータリー奉仕デー海岸美化プロジェクト
10：00 ～ 12：00 於：赤フン海岸
参加者：宇都、橋元、田中、下村、吉田、石塚、大迫、栫、
福山 会員 （ご家族含め 15 名）

5月9日のスマイル 小計 23,000円 2021〜2022年度 累計 521,407円
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５）RYLA 研修生募集の再案内
日時：5/28（土） 9：00 ～ 17：30 於：サンロイヤルホテル
内容：5、6 人の班に分かれテーマに沿ってディスカッション
ZOOM 基調講演
テーマ「職場における神コーチング」
講師 元日本ハムファイターズコーチ
白井 一幸（しらい かずゆき）氏
研修生の推薦をよろしくお願いいたします。
６）本日定例理事会 例会終了後 於：社交室
７）次週 5/16（月） 例会プログラム
・青少年奉仕フォーラム
・友の見どころ = 広報雑誌 IT 委員会
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：ゲスト紹介 丸山 健太郎君
ゲスト卓話＝「走る冒険家 ポンの挑戦」
岩元 みさ様
次回例会 令和４年５月 23 日（月）

クラブ協議会
地区研修・協議会報告
出席率
第2043回例会
前々回（4月18日）の補正

会員数
53名
53名

出席数
46名
46名

出席報告
90.22%
92.00%

演奏：入来慶子

