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第 1516 回例会 20 年 2 月 4 日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 18：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「我等の生業」 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名正一君 

 昨日、東京など関東地

方で雪が降り飛行機、Ｊ

Ｒなどで欠航・延着があ

り市民の交通に相当影響

があり、また慣れない雪

で転んだりして怪我人も

出たようです。海南市で

も朝方久しぶりの雪で私

の家内もはしゃいでおり

ました。 

 ２月は世界理解と平和週間となっています。１９０

５年２月２３日(木)の夜、ポールハリス他３名(合わ

せて４名)がシカゴ市北ディアボン街１２７のユニテ

ィビル７階７１１号室の事務所に寛容（つまり人の過

ちをとがめず許すこと）と友情（友人間の情愛）を求

めて、初会合を開いたのがロータリーの始まりといわ

れ、２月２３日は毎年ロータリー創立記念日と定めて

います。また、毎年２月２３日に始まる１週間を「世

界理解と平和週間」と呼称し、各クラブは国際理解と

友情と平和へのプログラムを行うこととなっていま

す。 

 さて、昨日２月３日は節分の日でした。会員皆様の

お宅でも節分の日恒例の豆まきや恵方を向いて巻寿

司を丸かじりするなどの行事を行ったことと思いま

す。節分の由来は、本来、季節の変る時の意味で、立

春、立夏、立秋、立冬の前日を指していました。特に

立春が１年の始めと考えられることから次第に「節

分」といえば春の節分を指すものとなりました。立春

を新年と考えれば、節分は大晦日にあたり、前年の邪

気（病気などを引き起こす悪い気）を祓うという意味

をこめて、「追な」の行事が行われていたそうで、そ

の１つが豆まきとして残っています。一般的には、豆

まきは年男、又は一家の主人が煎った大豆をまき、家

族は自分の歳の数だけ豆を食べると、その年は病気に

ならず長生きすると言われています。「追な」とは悪

鬼・疫れいを追払う行事のことで、平安時代、陰陽師

たちにより宮中において大晦日に盛大に行われ、その

後諸国の社寺でも行われるようになったそうです。古

く中国で始まり、日本へは文武天皇のころに伝わった

といわれています。 

 本日は夜間例会ですので、親睦例会とします。皆様、

大いに語り合ってロータリーを楽しんでください。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 
那智勝浦ＲＣ  

2 月 14 日(木)  2 月 17 日(日)  8：30～ 
 南の国の雪まつり会場 

（ポリオ・プラス募金活動のため） 
2 月 21 日(木)  2 月 21 日(木)  19：00～ 

海翁禅寺（炉辺会合のため） 
 和歌山東 RC 
  2 月 21 日(木)  2 月 21 日(木)  18：30～ 

和歌山東急イン（創立 49 周年記念例会） 
 和歌山北 RC 
  2 月 25 日(月)  2 月 25 日(月)  18：30～ 

ホテルアバローム紀の国 11F 
イタリアン料理“ツインバード” 

 海南西 RC 
  2 月 28 日(木)  3 月 1 日(土)  18：30～ 

ホテルグランヴィア和歌山 
創立 15 周年記念夫婦例会 

○休会のお知らせ 
 有田南 RC     2 月 12 日(火) 
 
７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1517 回例会 平成 20 年 2 月 18 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

     ゲスト卓話  

次年度地区代表幹事  桃田 隆彦様 

 

RI 会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン RI District 2640 Japan 
2007-2008 年度 RI テーマ 

第 2640 地区ガバナー 平原祥彰 

「ロータリーは  
分かちあいの心！」 

四つのテスト

①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

 事務所 〒 海南市日方 海南商工会議所内

電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：山名 正一  幹事：上芝 良造  ＳＡＡ：上野山 雅也

642-0002 1294( ) 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



 

 

 
２月お祝い 

○会員誕生日 
６日 新垣  勝君  １１日 土井元司君 

１１日 楠部賢計君  １４日 横出  廣君 
 １９日 名手広之君  ２１日 木地義和君 
 ２６日 上南雅延君 
○奥様誕生日 

７日 奥村 智子様 
○結婚記念日 

３日 早川  満君   ３日 吉野 稔君 
４日 平尾寧章君  １１日 前田洋三君 

１４日 谷脇良樹君  １５日 金川龍一君 
１６日 上野山雅也君  

 
○一般ニコニコ 

花畑重靖君  昨日、藤白の獅子舞で、吉田さんにお

世話になりました。バスで宇恵さんに

お世話になりました。 

山田耕造君  「海南を撮ろう」写真展で教育委員会

長を頂きました。 

宮田敬之佑君 ヘルペス痛いんだけれど、出席しまし

た。 

上中嗣郎君  久しぶりにニコニコいれました。 

山本敬作君  また、よろしくお願いします。 

大江久夫君  入会して、慣れてきました。楽しくや

らしてもらっています。 

中西秀文君  ローターアクト、めちゃくちゃ忙しい

です。ご協力お願いします。海南・海

南東ローターアクト３人だったのが、

現在１１人です。もう少し増やしたい

と思っています。 

柳生享男君  寺下さんと大連に行って来ました。宇

恵さんから電話がかかって来ました。

「ニーハオ」と返事したら「おまえら、

何してんのや」と言う事でした。 

宇恵弘純君  寺下君と最近、会っていなかったので、

電話したら、いきなり「ニーハオ」で

す。どこに？と聞きますと、大連です。

誰と？と聞きますと、柳生さんと一緒

です。私は心配しましたが、元気に帰

って来たということで、安心しました。 

寺下 卓君  話の続きになるのですが、大連の気温

は-７度です。寒かったです。仕事で

したが、柳生さんと、美味しい物を食

べてきました。 

宮田貞三君  先般、一時頃まで飲んで、朝起きて市

役所の駐車場でポールにぶつけて、

33,600 円。今日払って参りました。

だから、今日は心に誓ってお酒を飲ま

ずに帰ります。 

上野山雅也君 今日はニコニコを沢山ありがとうご

ざいます。 

花田宗弘君  当クラブはよそのクラブと比べて活

性化もしていますし、退会者も少ない

と云われています。その理由の一つに

同好会が、たくさんあることです。７

つ目の同好会を作りました。自然に親

しむ会として山歩き、ハイキング海も

ぐり、賛同者は、花田、山名、辻、阪

口です。どんどん入会して下さい。 

 

 

 

 

ロータリーの歴史を振り返る 

今月はロータリーの創設を祝う月 
 

ロータリー・

クラブの最初の

会合は1905年2

月 23 日、シカゴ

で開かれました。

以来、ロータリ

アンは毎年 2月

23 日の記念日

を祝っています。

1925 年、ロータ

リーの初代事務

総長であったチェス・ペリーが、ロンドンで RI の 20

周記念祝賀が催された際に、ケーキを切り分けるのを

手伝いました。1905 年 2 月 23 日、ポール・ハリス、

ガスターバス・ローア、ハイラム・ショーレー、シル

ベスター・シールの 4 人が、シカゴで初のロータリ

ー・クラブ会合を開き、自分たちの体験談を語り合い

ました。そこで、ハリスはクラブ会合のおおよその計

画について打ち明けました。 

左から、ガスターバス・ローア、シルベ

スター・シール、ハイラム・ショーレー、

ポール・ハリス 

これが、世界初の奉仕クラブ、シカゴ・ロータリー・

クラブの始まりとなりました。ハリスには、少年期に

過ごした小さな町で感じたのと同じような友愛の精

神を、専門職業人のクラブで再現したいという願いが

あったのです。ロータリーという名前は、会員の仕事

場を持ちまわりで会合を開いていた初期の慣習に由

来しています。ロータリアンは常に彼らの歴史に対す

る誇りを持ち続けています。この初のクラブを記念し

て、ロータリアンたちは、例会場所だったシカゴのユ

ニティービルの 711 号室を 1905 年当時のまま保存し

ました。その後しばらく、ポール・ハリスの 711 号室

は、訪れるロータリアンたちの畏敬の場となりました。

1989 年、このビルが破壊されることが決まるとクラ

ブのロータリアンは 711 号室を丁寧に解体し、ドアや

ラジエーターにいたるまですべての内装を取り外し

ました。1993 年、国際ロータリー理事会は、シカゴ

郊外にあるエバンストンの国際ロータリー世界本部

にこの 711 号室を復元し、永久に保存することを決定

しました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


