
 
 
 
 
 
 
 

第1470回例会18年12月18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      「手に手つないで」 

３．出席報告  

会員総数71名 出席者数46名 出席免除会員1名 

  出席率 65.71％ 前回修正出席率 78.57％ 

 

４．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
みなさん今日は。先週の

例会で発表いただいたＩＤ

Ｍの結果について理事会で

検討いたしました。結論か

ら申し上げますと、来年か

らは、夜間例会の開始時間

はクラブ細則通り午後６時

３０分からとし、７時から

開始していた試行をやめま

す。若い会員の方々からは

７時開始の要望が多かったようですが、ご了承くださ

い。夜間例会をニコニコデイとすることにも異論が多

かったので、特に取り決めは行いません。ただ、ニコ

ニコ箱への寄付は、皆さんご承知のように、クラブの

奉仕活動の資金になります。この資金に不足が生じま

すと、クラブとしての奉仕活動が制約されることにも

なりかねません。私は半強制的にニコニコを徴収する

ことを良しとしませんので、一律に全員から戴くこと

はできるだけ避けております。従って、先ほどから申

し上げているニコニコの趣旨を良くご理解戴き、率先

して、自らニコニコへのご協力をお願いします。 
ロータリーの友１２号からの抜粋です。縦組み７ペ

ージの風紋に道下俊一様が紹介されております。ロー

タリーが支えた僻地医療４７年というお話ですが、そ

の１１ページの中ほどの文章を紹介します。 
“道下さんはロータリークラブの現状が気がかり

である。「ロータリーは倫理運動です。戦前の大連宣

言で古沢丈作が記した（すべからく事業の人たるに先

立って道義の人たるべし）という言葉が忘れられてい

なければ、拓銀の倒産も雪印の事件も起こらなかった。

地域の中でそれぞれの職業から一人ずつ選ばれた人

たちが切磋琢磨し、自分の職業を通じて地域に良い影

響を及ぼすという理念があったから、ロータリアンに

なることはステータスだった」ステータスが身を律し

てもいた。ところが会員増強が先立つ昨今では、入れ

ていただいたロータリーではなく、入っていただいた

ロータリー。理念を勉強したり、議論することが少な

くなった。数多くのロータリー財団プログラムを抱え

てカネ集めが優先され、所在地域も、例会出席義務も、

入会審査も甘くなり、肝心の職業奉仕まで、とかくお

ろそかに。「そんな変質に嫌気がさして辞めた人も少

なくない。会員減少は不景気のせいばかりではありま

せん。原点に立ち返り、ステータスをもう一度取り戻

すことです」と。私も同感です。７９歳のロータリア

ンに同感する私も、年老いたということでしょうか？ 
今日の例会が今年最後の例会となります。次の例会

は１月１５日の新年夫婦例会で、約１ヵ月間例会がご

ざいません。調子が狂うと思いますが、次回例会お忘

れなき様にお願いします。それに、新年夫婦例会に出

席の予定で、万やむを得ず欠席を余儀なくされました

場合、事務局までの届けをお忘れ無きように。料理が

モッタイナイです。 
 
５．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
海南ＲＣ   12 月 27 日（水）→12 月 23 日（土） 

        ホテルグランヴィア和歌山 
（クリスマス家族会） 

        1 月 10 日（水）→1 月 10 日（水） 
18:30～ ロイヤルパインズホテル 

（新年初例会） 
 有田南ＲＣ  1 月 9 日（火）→1 月 9 日（火） 

18:30～  横楠 
 田辺東ＲＣ  1 月 10 日（水）→1 月 10 日（水） 

18:00～  ガーデンホテルハナヨ 
（新年家族会） 

 粉河ＲＣ   1 月 10 日（水）→1 月 10 日（水） 
12:30～13:30     名手八幡神社 

（新年例会） 
 有田ＲＣ   1 月 11 日（木）→1 月 11 日（木） 

18:30～ 橘屋 
 那智勝浦ＲＣ 1 月 11 日（木）→1 月 11 日（木） 

12:30～ 熊野那智大社 
（初詣例会） 
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 橋本紀ノ川ＲＣ 1 月 23 日（火）→1 月 21 日（日）

17:00～ 奈良県五條市リバーサイドホテル 
（新春家族例会） 

○休会のお知らせ 
 有田南ＲＣ  １２月２６日（火） 
 粉河ＲＣ   １２月２７日（水）、１月３日（水） 
 田辺東ＲＣ  １２月２７日（水）、１月３日（水） 
 有田ＲＣ    1 月 4 日（木）、 ２月８日（木） 
 那智勝浦ＲＣ  1 月 4 日（木） 
 
６．会員卓話 
「日本のロータリーについて」 

直前ガバナー 平尾寧章君  
日本のロータリー、特

に東京ＲＣと大阪ＲＣに

ついてお話しします。ち

ょうど第１次世界大戦が

ヨーロッパで戦争してい

た頃です。日本人の第１

号のロータリアンは福島

喜三次さんで、米国のテ

キサス州のダラスＲＣの

会員でした。大正４年ぐ

らいとのことです。三井物産の社員で子会社の東洋綿

花の米国出張所へ派遣されていました。そこへ大正６

年に三井銀行のＮｏ２の米山梅吉さんが米国への経

済使節団の折に、ダラスＲＣにゲストとして参加しま

した。大正 5 年第１次世界大戦が終結後に、福島さん

は綿花の買い付けがうまく行かず東京へ呼び戻され

ました。その時、日本にもＲＣを作ったらとすすめら

れＲＩより特別代表の資格を与えられ帰国しました

が、東京では一社員ですので米山梅吉さんに頼み実業

界のメンバーを集めました。しかしＲＩとの手続きが

遅れ延期を申し出たところ横浜の汽船会社にいた

William L Johnston を共同の特別代表とすることに

より許可されました。手続きは Johnston さんにして

もらい、大正 9 年１０月２０日に東京ＲＣの創立例会

を米山梅吉会長、福島喜三次幹事として創立されまし

た。大阪クラブは、東京にＲＣがあるのだから大阪に

もと実業界の伊藤忠兵衛さん等が発起人として計画

されました。ちょうど福島喜三次さんが東京ＲＣ創立

後 4 ヶ月で大阪へ左遷されましたので共に大阪ＲＣ

を創立しました。 
東京クラブも大阪クラブも月１回の例会で、ロータ

リーの例会出席率も悪く、ロータリーを馬鹿にしてい

ました。しかし、大正１２年９月１日に関東大震災が

起こりました。東京が大混乱の中、ＲＩ会長ガイガン

ディガーが事務総長のチェスリーペリーと相談し、２

５,０００ドルの義捐金を送金してきました。それが

引き金となり世界の５０のクラブより次々に義捐金

が集まり、８９,０００ドルとなりました。両クラブ

共にびっくりしロータリーは大した組織であること

を認め、週一回の例会をまじめに聞き、奉仕活動にも

力を入れるようになりました。 
 

７．次回例会 

第 1471 回例会 平成 19 年 1 月 15 日（月） 
 18：30～ ロイヤルパインズホテル 

（新春夫婦例会） 
 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 

平尾寧章君  先週の火曜日に大きな伊勢海老をい

ただき、家族で食べました。先週の土

曜日に周参見のいこいの村という国

民宿舎で伊勢海老祭りがあり、また伊

勢海老を食べました。伊勢海老づくし

でした。今週は蟹づくしで行きたいと

思います。本日、卓話させていただき

ます。 
上中嗣郎君  先週の土曜日に奈良県香芝市に店を

作りました。 
寺下 卓君  昨日、大阪の茨城市で日本体育連盟の

ソフトボール体育指導員の試験があ

り、１２月４日から３２時間の講習を

受け、何とか合格しました。 
田村能孝君  １年間元気に出席できました。 
岩井克次君  忙しくて目が廻りそうです。 
田中丈士君  ここの所休みも多く取りました。 
中西秀文君  土曜日にアクトの忘年会、新垣会長ご

苦労さまでした。忘年会盛り上りすぎ

て、日曜日の KF 会の集合時間に遅刻

しました。すみませんでした。 
新垣 勝君  RA の忘年例会に参加しました。 
楠部賢計君  平尾パスとガバナーのスピーチ聞き

にきました。公式訪問で何度も聞かせ

ていただいていたけど、久し振りの機

会、期待しています。 
奥村匡敏君  二人目の孫が生まれました。岡田先生

にお世話になりました。 
谷口誠也君  先週の例会は魚に釣られて、欠席しま

した。 
吉野 稔君  娘の結婚式無事に終わりました。クラ

ブより過分なお祝い、祝電有難うござ

いました。 
山田耕造君  今日で半分終わります｡残り半分です。 

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 


