
 
 
 
 
 
 
 

第 1486 回例会 19 年 5月 14 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      「四つのテスト」 
３．ビジター紹介    高野山 RC   亀岡弘昭様 
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 72.86％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。高野山

RC の亀岡様ようこそおいで戴

きました。 
先日、出席義務についてお話

申し上げましたが、60%出席義

務規定について一部の方に誤

解があるようですので、もう一

度申しあげます。ロータリーク

ラブへの出席はロータリアン

でないと出席できません。権利でもあり、義務でもあ

ります。ロータリーは出席することにより、知り合い

を広め、奉仕の機会に恵まれ、自己研鑽の場ともなり

ます。従って、ロータリアン一人ひとりには 100%出

席が求められております。決して 60%出席でよいと

言う規定ではありません。メイキャップを含めて 60%
を切る出席率ではロータリアンではないと言う最低

限の数字です。本日は入会間もない会員が少なく、ベ

テランの会員さんばかりでこんな基礎的な話を申し

上げるのは失礼ですが、若い会員さんに誤解があり、

尋ねられることがあれば、皆様からこのことをお教え

願えれば幸いです。 
 本日は、宮田貞三君の会員卓話がございます。ご静

聴おねがいします。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ  

   5 月 23 日（水）→ 5 月 23 日（水）12:30～  

              粉河商工会議所２F 
   6 月 27 日（水）→ 6 月 27 日（水）19:00～ 

            いろは（ありがとう例会） 

打田 RC  

   ５月 24 日（木）→ ５月 24 日（木）16:00～ 

   紀の川市打田図書館前 
（２０周年記念除幕式） 

高野山 RC 

   5 月 25 日（金）→ 5 月 22 日（火） 
19:00～20:00 ３クラブ合同例会 

（橋本紀ノ川 RC 例会場） 

○休会のお知らせ 

粉河 RC  ６月２０日（水） 

 

７．委員会報告 
○会長エレクト 山名正一君 
委員会報告という訳ではないのですが、2007 年～

2008 年度の役員名簿・委員会名簿を皆様にお配りさ

せていただいております。この委員長を中心として各

事業を運営していただきたいと思っております。各委

員長さんは５月末までに計画書を提出していただき

たいと思います。私もだんだん緊張感が高まってきて

おります。よろしくお願いいたします。 
 

８．マルティプル・ハリス・フェロー表彰 
  深谷政男君、中村雅行君 
 

９．会員卓話 

「ゑびす会」について       宮田貞三君 
  海南東 RC の特徴の一つ

に同好会が多いことその充実

があります。今日は釣りの同

好会「ゑびす会」の PR をさ

せていただきます。 
 「ゑびす会」は平成９年１

月１６日柿本神社にて設立会

を開きました。塩崎宮司さん

に、海南に住んでいるので海

の事故・海難が最も怖いので海の安全祈願と会の名前

を「ゑびす会」と命名していただきました。商売繁盛

と大漁の神様、それに因んだ名前で一同喜んでいます。 
 年に２回の懇親会と釣り大会を開いております。

「ゑびす会」のメンバーは深谷さん、角谷さん、木地

さん、塩崎さん、田中（丈）さん、谷口さん、寺下さ

ん、上中さん、山名さん、吉川さん、大江さんと私で
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す。皆さん釣りが上手です。名人級です。 
 現在の仕事社会で一分一秒を争う時代ですが大海

原での時間の過ぎ方は、日が昇ると釣りに出掛け、魚

が釣れないと食事、あとは潮目、天候、餌の具合を見

て一日が終わります。他の事は何も考えず自然まかせ

です。しかし、一匹釣れるまでが期待と絶望イライラ

が頭の中をグルグル回ります。親友を誘っての釣りは

プレッシャーがかかります。一匹釣れると今まで 
の苦労が吹っ飛びます。ゼロ匹と一匹の差は天国と地

獄の差があります。 
 今紀南の海に行ってみると昔と変わらず美しい海

が見えます。しかし、魚にとって今は住み難い海とな

ってきています。磯には海藻が育たない磯焼けが起こ

っています。魚が卵を産み海藻や小魚の餌となるプラ

ンクトンがありません。以前釣れていた魚が減りまた

小さくなり無くなっています。乱獲、海の汚れ、山野

荒廃による磯焼けが原因です。 
 釣り人の夢はなんでしょうか？無論大きな魚を釣

りたいとの夢もあります。一番の夢は昔、子供の頃釣

りをしたきれいな川や海で釣りがしたい。子供や孫と

一緒に、昔は美しい自然があり、そこで釣りをし、水

辺で遊び、人間に潤いを与えました。しかし、我々の

世代で海を汚し海岸を埋め立て、昔のような豊かな釣

りのできる海は近辺にはありません。我がクラブで角

谷さんが会長の時、２０周年記念事業として海南駅前

に万葉歌碑を建立しました。昔は京都まで知れ渡って

いたきれいな海南の海、その頃のきれいな海に少しで

も我々の世代で近づけたい、環境目標の碑と考えてい

ます。「ゑびす会」一同の思いです。 
環境保全をターゲットとしているロータリーと同

じです。現在の日本の山は針葉樹の人工林で全体の

40％を占めています。雨が降っても殆ど地面に吸い込

まれることなく流れます。栄養分がないため海藻もプ

ランクトンも育ちません。豊かな山とは広葉樹が茂り、

落ち葉が腐葉土の層になりふわふわした山です。豊か

な山では降った雨の 60 パーセントは山に蓄えられま

す栄養素を含んだおいしい水は海では海藻、プランク

トンが育ちそのプランクトンを小魚が食べ、小魚を中

型の魚、中型の魚を追ってマグロのような大型魚が育

ちます。山が豊かになれば紀州の海でもマグロが群れ

海面と飛び跳ねる。想像するだけでわくわくしてきま

す。家を建てる時は二酸化炭素をため込んだ地元の木

を使ってください。産直なので運ぶのに燃料も少なく

てすみます。田舎では過疎化対策にもなります。木を

切った山では今度は針葉樹広葉樹のバランスを考え

て植樹する。植樹した木は酸素を出し、二酸化炭素を

取り込み大きくなります。山が豊かになれば海も豊か

になり魚も釣れるようになります。 
今年の RI のテーマは「率先しよう」です。環境保

全のために率先して地元の木を植えよう。ありがとう

ございました。 
 
10．次回例会 
第１４８７回例会 平成 19 年５月 21 日（月） 

海南商工会議所４F １2：３０～ 

11．閉会点鐘  
 
 
 
亀岡弘昭様  お世話になります。（高野山 RC） 
山畑弥生君  先週の夜間例会は入会して初めてお

休みをいただき人間ドックに入って

きました。 
花畑重靖君  中村さん、深谷さん財団にご協力あり

がとうございました。 
林 孝次郎君 土・日曜日と花田さんに日置川につれ

ていってもらいカヌーをしてきまし

た。仲間は辻先生を含め７人でした。 
平尾寧章君  ４日～６日に家内と北海道旅行をし

ました。快晴で素晴らしい旅行でした。 
山野 明君  クラブからお見舞いいただき有難う

ございました。 
吉田昌生君  家内の入院とかでしばらく欠席が続

きました。その節はお見舞い頂き恐縮

いたしました。現在は退院して快方に

向かっています。これからは出席でき

ることと思います。よろしくお願いい

たします。有難うございました。 
宮田貞三君  卓話をさせていただきます。 
辻 秀輝君  土・日と一泊して花田さん、林さんに

日置川のカヌー下りに連れて行って

もらいました。一度転覆してズブ濡れ

になりましたが、非常に面白かったで

す。花田さんの料理の腕前にびっくり

し、お二人のウクレレによる「テネシ

ーワルツ」は最高でした。是非例会で

でも聞かせてもらいたいものです。 
西川富雄君  先日のマーキュリーの会で往復、宇恵

さんに乗せて戴きました。 
山田耕造君  土曜日は田辺の奥の法師山であけぼ

のつつじを見てきました。 
 
 
 
 
 
銃乱射事件の被害者を元気づけるため 

4 月 16 日、アメリカ・バージニア州ブラックスバ

ーグにあるバージニア工科大学で起きた銃乱射事件

について、その被害者たちに手を差し伸べようと、地

元のロータリアンたちが立ち上がりました。 
この事件では、チョ・スンヒ容疑者により学生ら

32 人が殺され、25 人もの負傷者が出ました。クリス

チャンズバーグ・ブラックスバーグロータリークラブ

は、大学側の被害者支援基金に多額の支援金を寄付し

ました。また、同クラブ会員たちは、寮で生活する学

生のうち、そこを出たいと望んでいる人たちや被害者

の家族に自宅での宿泊を提案。多くの会員が被害者た

ちを元気づけるため、時間を割いてキャンパスで活動

しています。 

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 


