
 
 
 
 
 
 
 

第 1459 回例会 18 年 9月 25 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング      「我等の生業」 
３．ゲスト紹介     米山奨学生 王 慧芝 様 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 71.43％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
みなさんこんにち

は。王さんようこそ

いらっしゃいました。 
彼岸も過ぎめっき

り秋らしくなってま

いりました。昨日、

一昨日と桑添さんの

お母様の通夜・葬儀

に立礼・会葬戴き有

難うございました。 
また、昨日は４ロ

ータリー合同のイースト会コンペが盛大に行われ、チ

ャリティとして私が会長を務めさせて頂いています、

海南市社会福祉協議会にご寄付戴くことになり有難

う御座いました。幹事の皆様ご苦労様でした。 
 イースト会への出席の途中のことですが、日方小学

校の前の道で子犬を散歩させている小学生に出会い

ました。すれ違いざま「こんばんは」と大きな声で挨

拶されました。慌てて私も大きな声で「今晩は」と返

しました。少しうれしい気分になりました。 
 今日は少しいい話を聞いたので報告させて頂きま

す。先週医大の同窓生から１年ぶりに電話がありまし

た。私はてっきり毎年１回やっているゴルフのコンペ

の話と思ったのですが、「海南に大十と云う会社が在

るけど、その会社のオーナーはロータリアンです

か？」と聞かれました。「そうやけど・・・」と答え

ながら、想定外の不意の質問に脳がフルスピードで回

転し、今度は（バスを借りたいので紹介してほしいと

いうことかな）と思っていると、「毎日会社の前の道

路は言うに及ばず、橋の袂まで綺麗に掃除をしている。

感心しているのだが、さぞかしオーナーはしっかりと

したポリシーを持っている方でしょうね」と問われた。

「あのー郵便局の傍の・・掃除？」と我ながらわけの

わからない言葉を発しながら、またまたフル回転。（そ

うや。彼は済生会有田病院の院長で、和歌山市内の自

宅の高松から毎日車で通っているんだ。それで毎日同

じ時刻に同じ光景を見て）と遅まきながら納得。「そ

うよ。しっかりとしたポリシーを持っている方です

よ」言いながら少し嬉しくなってきました。「その方

にうちのクラブの卓話をお願いしたいのだが、紹介し

てくれませんか？」彼は有田ロータリークラブの会員

で会長経験者でもあります。「いいですよ。忙しい方

だから、日程的な問題もあろうかと思うが、喜んで紹

介させてもらうよ」といいながら益々嬉しくなってき

ました。「オーナーの名前は宇恵さんといいます。早

速連絡します」「まだ具体的な話ではないので後日連

絡しますが、是非お話を聞きたいのでよろしく」とい

うことでした。 
最近、あまりいいニュースを聞かないなかで、冒頭

“少しいい話を”と申しましたが、私は“ものすごく

いい話だ”と感激しました。嬉しくなりました。あな

たはどう思われますか？終わります。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ 
海南ＲＣ 平尾寧章君 9／20 
海南西ＲＣ 平尾寧章君 9／21 

 

○臨時変更のお知らせ 

 新宮ＲＣ 9 月 27 日（水） 9 月 28 日（木） 

18：30～ みどりや（熊野市井戸町） 
（熊野ロータリークラブとの合同月見例会） 

 那智勝浦ＲＣ 9 月 28 日（木） 9 月 28 日（木） 

12：30～ 新宮ユーアイホテル（職場訪問） 
 海南西ＲＣ 9 月 28 日（木） 9 月 28 日（木） 

19：00～ 銀座すし 
インフォーマルミーティング 

 橋本紀ノ川ＲＣ 10 月 3 日（火） 10 月 3 日（火） 

19：00～ ごゆっくり 
 和歌山北ＲＣ 10 月 16 日（月） 10 月 8 日（日） 

18：00～ 黒川温泉 やまびこ旅館 
（親睦 1 泊例会）熊本県阿蘇郡 
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７．委員会報告 

○国際奉仕委員会 林委員長 

 10 月の台湾・彰化東南ロータリークラブ訪問の参

加者の皆さん、例会終了後、お集まりください。旅行

の説明をさせていただきます。 

 

７．会員卓話             
○嶌村 佳郎君 

 当クラブ創立当時、

最も若輩であった私の

見た当時の話をさせて

戴きます。 

 数年前より、例会時

の服装が会社の仕事着

のままで出席出来るよ

う、理事会で決議され

改善されました。しか

し創立当時は、例会は

勿論、ロータリーの会

議に出席の時は必ずス

ーツ、ネクタイ、ロータリーバッジ着用と定められて

いました。 

 今にして思えば、随分堅苦しいのですが、例会欠席

の為、服装を整えながらも、自分がロータリアンの一

員であることの自覚を感じたこともありました。 

 また、全会員が服装を整えて集まった例会場はなご

やかな内にも一種緊張感がただよっていた様に思い

ます。この服装の堅苦しい規律が今は懐かしく思い出

されます。 

 その他、私の個人的な当時の思い出話・・・・。 

 

○的場 賢美君 

 私の家の仕事は造園業

と園芸店です。 

 造園は主人が３代目で

息子も３年前に東京から

帰って来て一緒に仕事を

しています。園芸店の方

は７９歳になる母が中心

になって販売しています。

私はと言えば両方の雑用

係で、これも中々大変で

す。園芸店の方では、こ

の５年前ぐらいから第三

中学校でトライやると言う職業体験学習の生徒を２

人毎年受け入れています。最初は「おはようございま

す」「ありがとうございます」の挨拶を教えます。最

初は中々大きな声が出ませんが５日間の間には大き

な声が出るようになります。今年は男子の生徒だった

ので土づくりをさせました。６月の暑い中で一生懸命

に汗をかきながら仕事をしていました。最近の子は、

とよく言いますが、一人一人の個人と言うのは、昔も

今もあまり変わらないのではないかと思います。 

 私たちの若い頃もよく、今の若い者は・・・・と言

われたように思いますが、それなりに大人になってい

くものだと思います。この５日間の体験が生徒たちに

少しでも良かったと思ってもらえたらと思います。 

 趣味と言えばソフトバレーボールと剣道をしてい

ます。剣道は子供達３人がしていた時、先生方にお母

さんも一緒にしたらいいのにと言われて始めました。

ただ、息子に僕たちが卒業してからにと言われたので、

４０歳から始めました。遅くから始めたので中々上達

はしませんが、マイペースで出来るので人に迷惑がか

からないのが良いと思います。ただ、剣道は暑いとき

寒いときには休みたいなというなまけ心が出ます。一

生懸命しても自分になまけても自分に跳ね返ってき

ます。 

 剣道をしていてよかったことは、ダイエットは出来

ませんが姿勢が良いと言われることでしょうか。ボラ

ンティアで少ない人数で紙芝居を作って、お年寄りの

所や小さい子達の前で発表します。 

 国際ボランティアと言う少人数のグループで１１

月１９日に１時３０分～４時まで国際交流フェステ

ィバルをします。小学生の子や中高生の子供達の発表、

バンドの演奏といろいろあるので、是非、一度見に来

て下さい。 

 

８．次回例会 
平成 18 年 10 月 2 日（月）   
     海南商工会議所４F 19：00～ 

 
９. 閉会点鐘 

 

 

 

小椋 孝一君  花畑さんのおかげで、海南の文化祭

の写真に優勝させて頂きました。あ

りがとうございました。 

山畑 弥生君  二人目の孫が生まれました。おばあ

ちゃんは大忙しです。 

柳生 享男君  9/22 末娘に孫が生まれました。これ

で５人目です。 

山名 正一君  昨日のイースト会ゴルフコンペ盛

会に終わらせて頂きました。４クラ

ブの友好が深まり、大変、有意義で

した。本クラブの皆様、早朝よりお

手伝いありがとうございました。 

谷脇 良樹君  イーストクラブご協力ありがとう

ございました。無事終了しました。 
田村 能孝君  イースト杯、参加ご苦労様でした。 

土井 元司君  イースト杯、参加ご苦労様でした。 
寺下  卓君  イースト杯、お世話になり、ありが    

とうございました。 

吉野  稔君  イースト杯、幹事の皆様ご苦労様で

した。 

新垣  勝君  良いことが重なりましたので、ニコ 
 

 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


