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年男年頭所感 平和構築と紛争予防月間２月

田中　和俊

イマジンロータリー！来週はバレンタイ
ンデーですね。私も昔はたくさんいただい
ていました。今の職場は禁止とまでは言い
ませんが、お互いだからやめようというこ
とになりまして、そういうやり取りはなく
なりました。皆様の職場でも禁止というか
やめようとなっているかもしれません。今
では家内からももらうこともなく、そもそ
も結婚してからは一度ももらったことないような。それで
も最近までは職場以外からもいただくこともあり、バレン
タインデーも義理チョコとして浸透していたような気がし
ます。山形屋を退職して２１年になりますが、独身時代は
食品売り場、しかもお菓子売り場にいたこともあり、チョ
コレートをたくさんいただき、そしてたくさんお返しして
いました。おそらく最高は６０個くらいいただいていたよ
うな気がします。お返しには３万円以上使っていましたし、
すべてが義理チョコなわけですからあくまで儀式というか
季節の風物詩という感じでした。当時から贈り贈られる雰
囲気も徐々に少しずつなくなりつつあったのですが、当時
は山形屋に勤めていてお菓子を売っているのにバレンタイ
ンデーやホワイトデーをしないでどうするんだという気持
ちでした。でも今ではなくてもいいかなという気持ちです
ね。ほんと人間って自己都合ですね。それでもバレンタイ
ンデー近くになるとあちこちでバレンタインフェアがあり
ますし、山形屋さんも１４日まで、お菓子だけでなく紳士
などあちこちの売り場でバレンタインフェアをされていま
す。義理チョコだけでなく、友達にあげる友チョコや自分
で食べるために購入する自己チョコなんていう言葉もある
ようですから、私の周りだけ廃れた行事なのかもしれませ

ん。山形屋さんも有名ブランドのチョコレートが出店され
たりで、自分で食べたいという女性もお買い求めになるよ
うです。
バレンタインデーの始まりは諸説あるのでしょうし、欧
米のような恋人や家族に愛や感謝を伝えたりすることが、
日本ではチョコレートを中心にお菓子を贈ることになった
のは、お菓子メーカーさんたちの戦略ではあると思います。
先週の節分の恵方巻なんかもそうですね。でもそれはそれ
で楽しめばいいと思いますし、そういうのもなくなると本
当にコミュニケーションの取れない時代になってくるのか
もしれないと思ったりもします。
コミュニケーションといえば、うちの息子が、遠く離れ
たところにいる高校時代からの友人の誕生日に、インター
ネットを使ってアマゾンギフト券を贈ったりしているのを
見ると、今は今でコミュニケーションの取り方がいろいろ
とあるんだなと感心することでした。もちろんＳＮＳを利
用したオレオレ詐欺等の犯罪もありますので気を付けなけ
ればいけませんが、時代とともにコミュニケーションのし
かたは変化していきますね。余談ですが、フィリピンから
スマートフォンで強盗や詐欺の指示をしていたなんていう
ことも起きてきて、時代が変わってきました。回転ずしの
お店も自動化を図りすぎて、店員さんが少なくなったから
なのか悪質なイタズラの動画がアップされたりしています。
お店にとっても我々消費者にとっても本当に迷惑な話なの
ですが、回転ずしの性善説は崩れたなんていう議論もでて
きて大変なことになっています。ほとんどの方がスマート
フォンを持つ時代ですから、危険もあるにせよ、ＳＮＳで
便利にコミュニケーションをはかれる世の中になることは
歓迎したいと思います。
バレンタインデーからお話はズレましたが、みなさまそ
れぞれ素敵なバレンタインデーをお楽しみください。

　 年男年頭所感年男年頭所感

　下村　哲也
下村でございます。年男年頭所感をさせて
いただきます。
私は 1975 年（昭和 50 年）の生まれですので、
今年で 48 歳になります。生まれてから 4回目
の年男ということになります。
年男年頭所感ということで何を話せばいい

かと困っておりましたところ、妻が「1回目からこれまで
の年男の歳に何してたか話してみたら」ということで、少
し自分の過去を振り返りたいと思います。
1 回目の年男である 12 歳の時は、1987 年（昭和 62 年）
になります。
私は両親が小学校の教員でしたので、概ね 3年ごとに鹿
児島県内を転々としておりまして、12 歳の時は鹿児島市の
谷山小におりました。また、池田教育ゼミナールという学

習塾の高見馬場教室に通っておりました。
2 回目の年男である 24 歳の時は、1999 年（平成 11 年）
になります。
私は大学に一浪して入学した後、留年してまだ大学にお
りました。当時は学者を目指しておりまして、大学 4年の
時に大学院入試に失敗し、留年してもう一度チャレンジし
ておりました。そんな状況でしたので、陰々滅々とした時
期だったように思います。
結局 2回目の大学院入試にも失敗しまして、学者は諦め、
就職活動をして、翌年就職しました。
3回目の年男である 36歳の時は、2011 年（平成 23年）に
なります。言うまでもなく東日本大震災が起こった年です。
弁護士になって 3年目の年で、一念発起して独立をした
年です。最初は「半年持つのかなぁ」といった感じで、上
手くいかなかったらもとのシステムエンジニアに戻るかな
とも思ったりしておりましたが、どうにかこうにか何とか
なり現在に至っております。また、翌年には中央ロータリー
クラブに入会させていただきました。



本日の曲目：イマジン、雪、見知らぬ国と人々、プレリュード、デュポールのメヌエットによる９つの変奏曲より	 演奏：中村あい

ロータリーソング：「奉仕の理想」
職業宣言唱和：１・２
ビジター紹介：ベストフレンド＝スピーチコンサルタント

　重信香織事務所代表　重信　香織様
食事：「本日の演奏」　ピアニスト：中村　あい様
会長の時間：会長　田中　和俊君
誕生日お祝い：濱薗　義弘君（6日）・志賀　啓一君（6日）・
　　　　　　　丸山　健太郎君（11 日）・大迫　哲也君（23 日）
　　　　　　　福留　幸一郎君（25 日）・橋元　隆君（28 日）
結婚記念お祝い：本坊　修君（6日）・林　良昭君（19 日）
会務報告：幹事　松元　まや君
１）本日の配布　①週報　②月信 2月号　
　　　　　　　　③確定申告用米山寄付金領収証
　　　　　　　　④新入会員名簿シール　⑤抜粋の綴り
２）市内RC会長幹事会　2/7（火）18：30 ～
　　ホテルレクストン鹿児島
　　出席者⇒田中会長、松元幹事
３）本日、情報集会開催いたします。18：30 ～　
　　於：ごはんのじかん inatome

４）	RCC 例会　2/12（日）11：00 ～天文館松山通りリンク
ビル 9階　指名出席者：神野・中間　各会員

５）本日定例理事会　例会終了後　社交室にて
６）次週 2/13（月）例会プログラム　　
　　会員卓話　「年男　年頭所感」　田實　大志朗君
　　友の見どころ=広報雑誌・ＩＴ
出席報告：出席委員会
スマイルボックス：親睦委員会
卓話：会員卓話「年男　年頭所感」　　　
　　　下村　哲也君、植田　博志君

次回例会　令和５年２月20日（月）
会員卓話「年男年頭所感」
神野　洋介君、橋元　隆君

出席率 会員数 出席数 出席報告
第2075回例会 51名 34名 68.00%
前々回（１月23日）の補正 52名 33名 66.00%
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こう振り返ってみますと、進学、就職、独立と、転機の
年だったのだなと思います。
さて、今年 4回目の年男ですが、過去 3回の年男の時は、
どちらかというと自分のために一生懸命だったと思います
が、今回、及び今後は、自分のためももちろんですが、家
族や地域社会という他者のために一生懸命になる割合が増
えていくのかなという感じがあります。
今後も健康に留意しつつ、頑張っていきたいと思います。

　植田　博志
1975 年（昭和 50 年）に生まれ、本年 12 月
をもって 48 歳になります。
「年男」として年頭にあたり、所感を申し
述べます。
10 年ぶりの営業現場、そして支社長職とい
う新たなポストへのチャレンジを控え、若干

のワクワク感と、高まるドキドキ感のなかで、昨年の 4月
1日に鹿児島にまいりました。
鹿児島に来てみますと、美味しい食べ物・お酒、量・質
ともに抜群の温泉もさることながら、あまたの歴史遺産が
本当にすばらしく、また都会的な商業施設群が存在するか
たわら、情緒あふれる路面電車が走るなど、美しい街並み
もとても気に入っています。
敢えて難点を挙げるとすれば、「とにかく非常にノンビリ

している」ということですが、鹿児島の車はスピードこそ
遅いものの、運転が乱暴な車は皆無で、ドライバーのマナー・
エチケットが非常にしっかりしています。人々の歩行速度
も遅く、後ろに立っていても気づかれないことがしばしば
ですが、気づいたら必ず笑顔で「こんにちは」と挨拶して
くれます。このような温かい人情味は、もはや東京から失
われたもので、鹿児島人のすばらしい長所であると実感し
ています。
今年度の抱負を 3点申し述べます。
本クラブに入会する際の自己紹介として、「読書は毎月
10 冊× 12 ヵ月＝年間 120 冊をめざしていきたい」と申し
あげましたが、4月 1 日からの 10 ヵ月強で 114 冊まで辿り
着きました。年間 120 冊の目標をクリアするとともに、「今
後、読みたい本」のリストアップ 432 冊を少しでも減らし
ていきたいと思います。
次に、ゴルフは、鹿児島在住中に「趣味」と言えるレベ
ルにまで特訓すると申しあげました。昨年 5月 7 日にゴル
フスクールに通い始めてから、本日でちょうど 9ヵ月とな
りますが、ベストスコアは 102、最近は 110 以上叩くこと
もしばしばですが、さらに精進してまいります。
最後になりますが、今年でロータリー 2年目、まだまだ

「ひよこ」ではありますが、この歴史と伝統ある鹿児島中央
ロータリークラブの一員として、少しでもお力になれるよ
う、がんばってまいります。
どうぞよろしくお願いいたします。

●本坊　修君／結婚祝有難うございます。昭和 46 年２月６日でし
たので 53 年が経過致しました。新しい手帖に必ず２月６日に結婚
式と書いて忘れないようにしています。今朝嫁さんに５万円渡し

てきました。
●橋元　隆君／誕生日祝いありがとうございます。２月 28 日で 60
才、還暦でございます。今後共、よろしくお願いします。
●岩下　克己君／連続出席表彰ありがとうございました。これか
らも出席委員長の職責をはたします。

２月６日のスマイル　小計 11,000円　2022〜2023年度　累計 455,157円

定例理事会議事録定例理事会議事録
議　題
１）	2・3 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
　① 1月度試算表について
３）退会について（添付資料）
　　　………………………… 承認
　　坂元　次郎・畑野　昌作会員
４）	新入会員候補者について（添
付資料）	…………………………………………………… 承認

　　氏　名→逆瀬川　勇（さかせがわ　いさむ）　S24.5.7 生
　　勤務先→三洋ハウス㈱　推薦者→里　良男・岩下　克己
５）	ロータリー米山記念奨学生の世話クラブとカウンセラーの
引き受けについて	…………………………………………	承認

　●米山奨学生
　　氏名：グエン　ティ　トウ
　　学校：鹿児島大学大学院　医歯学総合研究科　先進治療科学専攻
　　国籍：ベトナム
　　奨学金支給予定期間：2年（2023 年 4 月 1 日～ 2025 年 3 月 31 日）
　●カウンセラー
　　平山　勢津子　会員
６）観桜会について	………… 承認
　　日時：4月 8日（土）１２時開始
　　場所：株式会社カナダプレイス総合展示場（石谷町）
　　会費：未定　　参加対象：会員・家族
　　移動手段：チャーターバス　
　　開催形式：バーベキュー外部委託
　　その他：職場訪問例会を兼ね、メーキャップ対象とする
７）その他
　①次回理事会について　
　　令和 5年 3月 6日（月）　13：30 ～　於：社交室

会議名
場　所

定例理事会
社交室

日　時 令和5年2月6日（水）
例会後～

出席者 田中和俊・松元まや
高岡和也・栫浩多郎
川路理幸・吉田健朗
坂元直人・加島　繁
宮脇謙舟・竹添　寛
橋元　隆

欠席者 下村哲也・下　隆治


