
 
 
 
 
 
 
 

第 1574 回例会 21 年 6 月 1 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

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69名 出席者数42名 出席免除会員1名 

  出席率 60.87％ 前回修正出席率 76.81％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田 貞三君 

皆様今晩は。104年前、

孤独な青年弁護士ポー

ルハリスは3人の友人と

話し合い友愛の心を持

って親しくなり、仕事上

で知り合いの輪を広げ

て行く為に定期的に集

まる会をと始めたのが

ロータリーです。 
ロータリーでは親睦

が最初でした。その後、社会的位置づけの為に奉仕

活動が加わりました。 
6月はロータリーの原点、親睦活動月間となって

います。今月はクラブの会員の趣味に合った様々な

同好会をつくり、親睦を図り、多様な活動を展開し

て欲しいと求められています。すでに、私達のクラ

ブ内には、親睦をより一層深める為の様々な同好会

があります。同好会は学校のクラブ活動に似ていま

す。ロータリーをより一層楽しみ親睦を深める為に

同好会は有効です。 
海外に行った時に人と人との親睦を図るには、無

論、言葉が通じる事が重要ですが、感じ良い笑顔も

大切です。日本人のパスポート、運転免許証の写真

はすべて生真面目な仏頂面な写真ばかりです。今の

日本は日常生活においても笑顔が少ない。今年の4
月、中村文雄さん、寺下卓さんと、フィリピンにご

一緒させて頂きました。朝9時から夕方5時まで三日

間、ワゴン車で現地クラブとの共同プロジェクトを

視察して回りましたが彼ら二人の笑顔が社内を和

ませ、三日間、車内は笑顔であふれました。二人は

笑顔が名刺です。二人の笑顔の名刺がみんなの笑顔

で返ってくるのです。笑顔が海外でも好感を持たれ、

人と人、クラブとクラブの心を通わせ、親睦を深め

ました。場を和ませ、好感を持たれる笑顔は常に外

面だけでなく、体の内部からの笑いであり、心にゆ

とりがあるから生まれるのです。 
昔の源氏物語絵巻には男性も化粧をしています。

平安時代、平家の公たちは戦いに出る時、化粧をし

ていました。今、日本の男性も海外で相手に感じ良

さを伝えるのに化粧が有効である事に気づき、大企

業ではすでに男性の化粧を取り入れています。 
選挙もテレビ時代、政治家もオシャレ、感じ良さ、

笑顔が一票につながる時代です。米国の大統領選挙

でニクソンとケネディの戦いでケネディは初めて

化粧をしてテレビに出た。初回の選挙でニクソンは

敗れたが、二回目の選挙では、シワの一本一本を埋

めて化粧したニクソンのメーキャップの途中をテ

レビが放映した。それを見た日本の政治家も化粧を

するようになった。今年8月に衆議院の選挙が、背

広、ネクタイ、ワイシャツ、すべて自分の主張がポ

スターに出ていないと選挙に勝てない。テレビは大

型になり、その人の外見、表情、動作すべて細部ま

で映します。選挙に大切なのは、心の中から生まれ

る、暖かい笑顔です。親睦を深めるにも感じ良い笑

顔が大切です。 
任期も1ヶ月となりました。嬉しくて私にもやっ

と笑顔が戻ってきます。 
 
 
 
６．幹事報告        幹事 山田 耕造君 
○メーキャップ 
 和歌山南 RC  中村雅行君  5 月 25 日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山南 RC 6 月 19 日（金）→6 月 19 日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山 
（最終夜間例会） 

和歌山北 RC 6 月 22 日（月）→6 月 22 日（月） 
19：00～ アバローム紀の国 4F 

「こもれびの間」（最終夜間例会） 
粉河 RC  6 月 24 日（水）→6 月 27 日（土） 

19：00～パルドン（粉河 515） 
ありがとう家族同伴例会 
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○休会のお知らせ 
 和歌山南 RC   6 月 26 日（金） 
 和歌山北 RC   6 月 29 日（月） 
 
７．閉会点鐘 
 
次回例会 

  第 1575 回例会 21 年 6 月 8 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 12：30～ 
  新会員卓話 三木 正博 君、 辻    亮 君   
 
 
 
 

 

 

☺会員誕生日 
   ３日 宇恵 弘純君   ２４日 三木 正博君 
 １０日 角谷 勝司君  ３０日 中西 秀文君 
☺奥様・ご主人誕生日 
 １０日 阪口 節子様  ２２日 寺下 十茂子様 
 １６日 西川 智代様  ２３日 上野山 衣利子様 
 １７日 上中 由貴様  ２４日 田村 純子様 
 

 

 

 

 
     誕生日を迎えられた会員の皆さん 

☺一般ニコニコ 
花畑 重靖君  後１ヶ月で会長です。同好会を増や

し、会員を増やしたいです。次年度

よろしくお願い致します。 
宮田 貞三君  残り１ヶ月よろしくお願い致します。

山田川で蛍が飛んでいます。ささや

かな灯りです。 
吉田 昌生君  ２７年間、内海公民館で源氏物語の

講師をしていました。 
小椋 孝一君  私の息子がコンサートを開きました。 

辻秀輝さんも一緒に熱唱していただ

きました。 
蛍は野上で６月１０日前後によく飛

びます。蛍を見たい方は私に TEL 下

さい。ナビします。 
宇恵 弘純君  私の住んでいる所は蛍がよく飛んで

います。紀美野町福井へ蛍見に来て

下さい。 
名手 広之君  次期 SAA です、よろしく！蛍はこの

会場にたくさん居ます。 
山田 耕造君  あと１カ月よろしくお願いします。 
深谷 政男君  去る２８日、和歌山県知事表彰を授

与しました。 

楠部 賢計君  １年３ヶ月ぶりに床屋に行ってさっ

ぱりしました。大きな頭が軽くなっ

た気がします。 
柳生 享男君  昨日は KF 会の皆様ありがとうござ

いました。 
中村 雅行君  海南市公平委員長に再任致しました。 
 
 
 
 
 

切手が物語るロータリーの足跡 
 

初めて登場した記念切手は、オーストリアのウィー

ンで開かれたRI国際大会を記念して1931年に重ね刷

りされたもので、これは後に公式切手となりました。  

以来、1940 年のハバナ国際大会（キューバ）、1961

年と 1978 年の東京国際大会、1981 年のサンパウロ国

際大会（ブラジル）、1987 年のミュンヘン国際大会（ド

イツ）など、数々の国際大会を記念して切手が発行さ

れました。   

1955 年のロータリーの 50 周年記念のときには、27

カ国が記念切手を発行しました。その多くにはなじみ

のロータリーのイメージが刷り込まれています。例え

ば、ギリシャでは、ロータリーの車輪に数字の 50 を

組み込んだ切手が発行されました。ポールハリスの顔

やその国の 代表的な景色などもよく見られるデザイ

ンです。ロータリーの 75 周年には、ベニン、キプロ

ス、ジブチ、ドミニカ、ガーナ、イラン、その他各国

が記念切手を発行しました。オランダ領アンティル諸

島の郵便局では、特別な絵葉書や切手を何種類も発行

した上、ロータリーの徽章の形をした消印をつくり

75 周年を祝いました。またモルディブでは、保健、

飢餓救済および人間性尊重補助金をモチーフに、切手

が発行されています。  

2005 年には、ロータリーの百周年を祝ってフラン

ス、ガーナ、ペルー、トーゴで記念切手が発行されま

した。記念切手には、各国のロータリーの記念日や、

実施されたプロジェクトや人道的活動を称えて発行

されたものもあります。1960 年にボリビアで発行さ

れた切手は、ラパス・ロータリー・クラブが後援した

小児科病院の建設を記念したもので、ロータリーの徽

章が刷り込まれています。フィジーでは、同国がロー

タリー創立 40 周年を迎えた 1976 年に、救急車を購入

するために募金活動を行ったクラブのプロジェクト

を記念した切手が発行されました。  

ロータリーの記念切手を収集しているロータリア

ンはたくさんいます。 1955 年以来、ロータリー切手

収集国際親睦グループとして知られるグループは、記

念切手を収集し、ロータリーの切手に関する資料を調

査しています。 

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


