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□会長の時間

和田 利一 様

大峯 学

毎回の質問ですが会員の皆さん、本日の体調
いかがでしょうか？体調や気分を数値―5 段
階にて示すと・・・標準を３として、４の中・・・
などと私の会社では自己申告させます。体調管
理の一環です。
本日は 高 GI 値のうどんを低くするにはー
太らないうどんの製造奮闘記を話そうとおも
っていましたが、小俵直前会長の企画で“霧島
ジオパーク”について 卓話を頂くことになり
ました。私も以前より気になるテーマでしたの
で特に喜んでおります。有難うございます。霧
島市役所の窪田さん遠方より有難うございま
す。
お食事もお礼もいらないーということです。
何か下心があるのでは？

実は 都城一市民として（小心者のひとりと
して）本音を話します。
新市制 発足時 まさか！シマッタ！と思っ
たことがありました。
―それは、国分市→霧島市名に変わったことで
す。
－つまり 短答直入に云いますと、気分的に
はよくなかったです。幼少の頃から我が愛する
美しき“きりしま山”を盗られてしまった。－
という思いにかられて 悔しさでいっぱいに
なったのです。
国分市には 全国的に有名な鹿児島民謡“小
原節”の一番歌詞に“花はきりしま タバコは
国分”とあるではありませんか。－しかも ５
月には首都圏の渋谷大通りまで貸し切って“小
原まつり”で毎年全国的に PR しています。－
もう とっくに“鹿児島国分”は知れ渡ってい
ると思います。それでも“きりしま市”なので
すか？どうして国分市から霧島市なのでしょ
う？
小原節について一関が原の戦いの後 １６
０９年薩摩藩は徳川家康の命を受けて琉球征
伐を行います。その船上で都城島津兵の“安久
節”の唄と踊りを鹿児島島津勢が持つって帰っ
て”小原節“が出来たということ 御存知でし
たか？
話をもとに戻します。鹿児島・宮崎両県にま
たがる素晴らしい“きりしま”が鹿児島県にと
られてしまったーということ。一人占めされた
ーという憤り！これは上方 東京 大阪から
見た時 ネームバリューと云いますか 今で
さえ黒豚・黒酢とさつま鹿児島のブランド力は
宮崎より全国的に有名な訳ですから。
解決策として“きりしま”称号の使用料を年間

福本
１０億円で手を打ちます。
そのお金で高速道路 ＭＵ無会員
の末吉から国分間の間に妙に曲がってる箇所 2/6
林 中村（静） 山下 柳
要ＭＵ会員
がありますが、
その場所にインターを設置する
2/13
建設資金に充てて頂く。
そのインターから 日
当山に出て 鹿児島空港に直行できたら、30 □委員会報告
分位は違うと思いますが いかがでしょう
ありませんでした。
か？
とにかく市名（称号）に“きりしま”を持っ
て来られた発想・戦略・展開的価値観には敬服 □本日のプログラム
致します。悔しいですけれど・・仲良く“きり
霧島市役所 商工観光部
しまジオパーク”
を守り 発信して参りたいと
霧島ジオパーク推進課
窪田 宗摩 様
おもいます。

卓話
別紙に掲載しております。

□幹事報告

髙橋 五男

○ 第３５回ロータリー青少年指導者養成
研修会（ライラ）のご案内
25.4/21（日） 10:00～16:30
串間アクティブセンター
ホスト：串間ＲＣ
□クラブ報告事
○ 2/27（水）３月定例理事会
エトワール
11:00

例会前

□出席報告
会員数
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吉田

都城北

□SAA 報告

前田 吉基

◎ニコニコ箱◎
田村香代子（都城中央ＲＣ）･･･やっと２年目に
なりました。勉強しにきました。
吉田
努･･･娘の結婚が決まり、皆様に案内を
送らせて頂いております。お時間
がゆるせばどうぞご参加頂きた
く存じます。
よろしく御願い致します。
船木 修一･･･和田 利一 様 今日はオブザーバ
ーありがとうございます。来月
からよろしくお願いします。

◎今後のプログラム
２／２７
R 情報担当 小俵委員長 卓話
３／６
教育振興基金 奨学生 卓話

ﾆｺﾆｺＢＯＸ
ｺﾞｰﾙﾄﾞＢＯＸ

ﾛｰﾀﾘｰ財団
米山奨学会
教育振興基金

2/20
16,000

計
253,000

2,347
62,181
0
216,200
※今月のレート 1$ 88 円
0
167,800
0
127,000

雑誌会報・インターネット・広報委員会
平川 靖三 ・ 吉田
努・棈松 豊治
萩原 和洋 ・ 長友 喜信・岡崎
誠
ロータリー事務局 制作

□本日のプログラム
霧島市役所 商工観光部

霧島ジオパーク推進課

○ジオパーク推進課は、霧島市の職員 2 人、都城市からの出向者
（中村さん）
、民間企業からの出向者 1 人の計 4 人で担当しています。
○霧島クイズ
1 霧島の山の数は？

答 20

（正解者 吉原さん）

2 鹿児島空港から見て、霧島連山の左端は栗野岳、では右端（高千
穂峰右）に見える山は？
答 双子石 （正解者：田村さん）
3 日本のジオパークの数は？

答 25

（正解者：樋口さん）
※正解者には立体絵葉書を
プレゼント

○ジオパークとは
ユネスコが支援する貴重な自然公園であり、近いうちに「世界
遺産」のように正式なプログラムになる予定です。
自然環境の保護・保全や教育利用、活用が目的です。
○霧島ジオパークの歴史
平成 19 年環霧島会議が周辺自治体にて設立され、翌年、ジオパー
ク推進連絡協議会が設立されました。 平成 22 年に日本ジオパーク
に認定
○現在の活動について
・県境のない交流活動をめざしています。
・協賛企業を募り、さまざまなイベントや交流会を仕掛けています。
・ジオサイトツアーの企画
・
「がね」コンテストの実施。周辺自治体で持ちまわり開催しています。
ことしは曽於市、来年は小林市です。
・環霧島県議会連盟の設立
・平成 25 年度に世界ジオパークへ登録を申請する予定です。
ジオパークのマウスパッドや
美しいパンフレットをいただ
きました。

3/3「霧島ジオパークフォーラム」が財部きらめきセンタ－で
開催されます。ぜひご来場ください。

都城西ロータリークラブ アーカイブス
創立２０周年記念誌（平成８年３月２７日）より・・・

