
 
 
 
 
 
 
 

第 1539 回例会 20 年 8 月 4 日(月) 
12：30～ 於：海南商工会議所「夜間例会」 

 

１．開会点鐘       
２．国歌斉唱          「君が代」 

３．ロータリーソング      「奉仕の理想」 

４．出席報告  

会員総数68名 出席者数43名 出席免除会員1名 

  出席率 64.18％ 前回修正出席率 71.64％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今晩は、8 月 18
日はガバナー補佐の訪問

と、例会後クラブ協議会に

なっています。各委員長様

には、クラブ協議会に出席

よろしくお願い申し上げ

ます。 
会員増強委員長の奥村

君、委員長会議への出席ご

苦労様でした。 
先週お願い致しました委員会別の IDM、既に開催

していただいた委員会、そして今週開催を予定してい

ただいている委員会の方々、早速取り組みいただきま

して有難うございます。今後、皆様のご意見をクラブ

の運営に取り入れて行きたいと思っています。よろし

くご協力お願い申し上げます。 
あと 4日で北京オリンピックが開催され

ます。日本からも応援にたくさんの人々が

北京を訪れます。日本選手も日頃の練習の

成果を発揮してよい成績を修めてほしい

ものです。 
皆様、8 月というと何を連想されますか。

夏休み・海・山・高校野球・お盆・ロータリー会員増

強月間、いろいろあると思います。8 月は、6 日、9
日、15 日と言う句があります。戦後生まれの人口が

３／４以上となり、戦争の事は忘れられていきます。

しかし、私たち日本人は決して戦争の事は忘れてはい

けないし、決して戦争を起こしてはいけない。日本人

として世界平和を望む思いはロータリーの国際奉仕

の基本方針「国際間の理解と親善と平和を推進する」

と同じ思いです。そして今、昭和 20 年 8 月 6 日広島、

8月 9日長崎の被爆地の事を実際に知っている人は若

い人でも 70 歳を過ぎています。高齢化が進み、知っ

ている人は益々少なくなっています。広島では原爆で

16 万人もの一般市民が犠牲になりました。悲惨な状

況は直視した人でないと分からない。原爆の惨禍は地

獄であると被災者は言っています。被災者は今でも苦

しんでいますし、今は被災者の内 12 人に 1 人しか生

きていないと言われています。広島、長崎の話を今語

り続けなければ永久に忘れ去られてしまいます。この

恐ろしい核兵器の廃絶の話を世界に訴えることがで

きるのは、被爆国の日本だけです。日本の、世界の 1
人ひとりの若い人に伝える事が、私たち被爆国の役目

です。今、イラン、北朝鮮で核兵器の製造中止、廃棄

の話が協議されています。核保有国が核の拡散を相手

国へ押し付けています。自国の核保有をそのままにし

て。日本のすべき事は、核戦争は自国民そして世界の

人々を悲惨な犠牲者に巻き込むだけですと訴えるこ

とです。核兵器、原爆の製造方法は、いくら隠しても

押えつけても、隠しようも押えようがありません。秘

密とは押えつけても隠してもいつかは暴かれます。大

切な事は、近隣国と仲良くすることです。国際奉仕の

「国際間の理解と親善と平和を推進する」事に尽きま

す。 
ロータリーの国際奉仕委員会、世界社会奉仕、ロー

タリー財団、米山奨学会はそれ故大変重要な委員会で

す。昨夜林さんのお庭で開催された IDM に出席させ

ていただきました。夜の更けるのも忘れ、国際奉仕、

財団、米山について熱心に話し合い、素晴らしい IDM
でした。きっと良い実績を修めてくれると思います。 

私達は、63 年前の戦争で亡くなった何百万人もの

犠牲者の御霊に報いるためにも、何があっても戦争は

してはいけないし、戦争は避けねばなりません。戦争

へ行った人は言います。“戦争は正義の戦いなどはな

い”と。戦いはオリンピックの競技だけにしてほしい

ものです。 
 8 月 6 日は広島原爆の日 
 8 月 9 日は長崎原爆の日 
 8 月 15 日は終戦記念日です。 
どうか 8 月になるとこの句、 

8 月は 6 日、9 日、15 日を忘れないで下さい。 
そして、ロータリーの国際奉仕の基本方針を思い出

して下さい。 
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６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 

 和歌山ＲＣ   花畑重靖君 7 月 29 日（火） 

○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ 

8 月 7 日（木） → 8 月 11 日（月） 

18：30～ サンかつうら 
「家族親睦花火大会見学会」 

○休会のお知らせ 

 新宮ＲＣ 

田辺東ＲＣ 

和歌山西ＲＣ      8 月 13 日（水） 
和歌山東南ＲＣ 
那智勝浦ＲＣ      8 月 14 日（木） 

○例会場変更及びクラブ事務局移転 

 メールアドレス変更等のお知らせ 

 田辺ＲＣ 

  新事務局住所 
  田辺市湊 1073-6 Ａ＆Ｋビル 1 階 
  電 話 0739-24-2002 
  ＦＡＸ 0739-26-0264 
  E-Mail tanabe-rc@helen.ocn.ne.jp 
 （電話、FAX 番号は変更ありません） 
  例会 
  木曜日 12：30 紀伊田辺シティプラザホテル 
  〒646-0022 田辺市東山 1 丁目 5 番 32 号 
         電話 0739-24-0400 
○8 月ロータリーレート 
   １＄＝１０６円 
 

７．閉会点鐘 

 

休会 

 平成 20 年 8 月 11 日(月) 
次回例会 

第 1540 回例会 平成 20 年 8 月 18 日(月) 
 12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

         小池ガバナー補佐訪問 
13：30～ クラブ協議会 

 

 

 

 

Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

  ５日 上野山雅也君  ２２日 吉野 稔君 
 １１日 宮田貞三君   ２３日 上中嗣郎君 
 １７日 向井久佳君   ３１日 口井健司君 
 ２１日 吉川博之君    
○奥様誕生日 

  １日 井本加栄子様  ２０日 前田夏乃様 
  ９日 桑添養子様   ２７日 中村友紀様 

○一般ニコニコ 

角谷将司君  日持ちのする海南市のお土産として、

吉田さんと相談し、駿河屋から「鈴木

さんせんべい」を発売します。本日、

皆さんにお配りしました。ご協力願

います。鈴木姓発祥の地でもあり、

全国の鈴木さんにも是非、食べても

らいたいと考えています。皆さんも

お盆のお供えやお土産にご利用くだ

さい。また、商工会議所メンバーカ

ード（漆器製）で協力店の割引が受け

られるようになります。併せてよろし

くお願いします。 

一口メモ 
全国鈴木姓のルーツといわれる藤白鈴木氏の旧邸は熊野古

道の主要王子の一つ、藤白神社のすぐ近くにあります。 

 

奥村匡敏君  会員増強委員長会議へ山名さんに同

乗させてもらいました。ありがとうご

ざいました。 

寺下 卓君  先日は父の葬儀にお参りいただきあ

りがとうございました。 

       昨日、林さん、ありがとうございまし

た。楽しかったです。 

花田宗弘君  6 組のＩＤＭ、林さん宅でお世話にな

りました。 

       涼しい北アルプスに登って来ました。 

中西秀文君  林さん、昨日お世話になりました。 

宮田貞三君   林さん、お世話になりました。 

柳生享男君  林さん、昨夜はお世話になりました。 

山田耕造君  大阪法務局長表彰をいただきました。 

楠部賢計君  昨夜 6 組ＩＤＭで林さん名庭園をお

借りし、大変お世話になり有難うござ

いました。ＩＤＭ盛り上がり大盛況で

した。 

山名正一君  昨日、ＩＤＭで林さんに大変お世話に

なりました。有難うございました。 

ＩＤＭ６組  林さん、ＩＤＭお疲れ様でした。 

（代表） 

阪口洋一君  ニコニコの由来をご紹介します。 

宮田敬之佑君 鈴木せんべい以外にも田中、中村せん

べいも作ってみては？ 

花畑重靖君  鈴木邸の建物がボロボロになってき

ています。修理してほしい。 

中村雅行君  ＳＡＡ経験者の皆さん。ニコニコをよ

ろしく！ 

上野山雅也君 前年度のＳＡＡです。 
西川富雄君  ２年続けてＳＡＡをしました。 
新垣 勝君  かなり前にＳＡＡをしました。 
山畑弥生君  ＳＡＡの時は食事の味がわかりませ

んでした。 
山田耕造君  先日、蜂に手を刺されてしまいました。 
 
 
 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


