
 
 
 
 
 
 
 

第 1591 回例会 

平成 21 年 10 月 26 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介   海南市長  神出 政巳 様 

  ビジター紹介  有田南 RC 大原  裕  様 

４．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 50 名 

  出席率 75.76％ 前回修正出席率 77.27％ 

 

５．会長スピーチ     会長 花畑 重靖君 

みなさんこんにちは。

神出市長様、公私ともご

多忙の中、ゲスト卓話に

お越し下さいましてあり

がとうございます。先般、

ロータリークラブの活動

写真展には来賓として、

お忙しい中、ご出席して

頂き、ご挨拶、テープカ

ットと写真を見て頂きあ

りがとうございました。 
また、ビジターの有田南 RC 大原 裕 様ようこそ

お越しいただきました。 
私は今月 4 回東京に行きました。2 回は写真の審査

で、1 回は写真の表彰式で渡すほうで、後の１回は木

材関係で表彰を受ける方で 10/23～10/24 と行きまし

た。全国木材産業振興大会が東京商工会議所であり、

和歌山県からは、和歌山市の（株）中長商店の社長 中

谷 弘氏、田辺市の（株）山長商店の社長 榎本 長

治氏、そして私、（株）花畑の社長 花畑 重靖の 3
名が出席しました。私の表彰事由は、株式会社の代表

取締役社長に就任して 53 年、和歌山県木材共同組合

連合会理事中、海南野上木材協同組合理事長等、その

他役員になって 50 年とのことで表彰を受けました。 
私は 53 年前、木材会に入った時は好景気でした。

今は大不況です。しかし、木材産業を続けてきて良か

ったと思っています。この間、私を育てていただいた

ロータリークラブの仲間に感謝します。 

６．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○例会臨時変更のお知らせ 
有田 2000RC 

10 月 28 日(水)→10 月 31 日(土) 午後 3 時集合 
白木海岸（クリーンアップキャンペーン） 

○11 月ロータリーレート 
１＄ ＝ ９０円 

７．ゲスト卓話 
海南市長            神出 政巳 様 

 みなさん、こんにちは。

海南東ロータリークラブ

の皆さんには、日頃から

市政に格別のご支援、ご

協力をいただき有難うご

ざいます。また、先日は

写真展やクロスさんの開

店 50 周年パーティーに

お招きいただき、有難う

ございました。さらに、

今年はクラブの創立 35

周年の記念事業にも取り組まれているとのことで、 

いつもながら、海南東ロータリーのメンバーの活躍に

敬意を表します。花畑会長の方針は「明るく、楽しく、

健康で！」であります。皆様のさらなる発展をお祈り

いたします。 

①政権交代期に思うこと 

市町村合併の歴史 

１．明治の大合併「教育をどうするか」を第一に考え

町村合併。歩ける距離＜寺子屋でなく小学校を持て

る人口規模として 800 人＞ 

Ｔ11．4．1「旧制海南中学校」開校。 

Ｓ 9．5．1  海南市誕生。 

２．昭和の大合併 

自転車で動ける距離に＜中学校を持てる人口規模

として 8000 人＞ 

Ｓ30．2. 1 下津町合併（下津・大崎・任儀・加茂・

塩津） 

Ｓ30.4.10 海南市に 5 村編入（巽・亀川・北野上・

中野上・南野上） 
３．平和の大合併 
財政危機の深刻化、地方分権化、広報化、少子高齢

化への対応としての合併。自動車で移動できる時代
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になりました。 
さて、今年は 9 月 16 日に民主党政権誕生しました。 
私は、民主党、自民党ではなく、中立の立場で市民中

心の市制を行います。海南市民病院・防波堤など優先

度の高いものから取り組ませていただきます。 
 
８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1591 回例会 21 年 11 月 2 日(月) 

      海南商工会議所 ４F 18：30～ 
お誕生日・ご結婚祝い 

「１１月はロータリー財団月間」 
 
 
 
 
 

山畑弥生君  先日のクロス開店 50 周年記念パーテ

ィーにご出席頂き、また、沢山のお花

を贈って頂きまして有難うございま

した。和歌山新報に掲載されました。 
花畑重靖君  神出市長様、本日卓話ありがとうござ

います。ロータリークラブ活動写真展

ご出席ありがとうございます。 
塩崎博司君  神出市長さんいらっしゃいませ。 
新垣 勝君  市長さんご苦労様です。 
       遅まきながら、道路清掃ありがとうご

ざいました。山畑さんお世話になりま

した。 
吉田昌生君  市長様、卓話ごくろうさまです。興味

深いお話を期待しています。ありがと

うございます。 
田中丈士君  神出市長様、本日は御苦労様です。 
楠部賢計君  神出市長さん、ご多忙の中よくお出で

いただきました。有難うございます。 
宇恵弘純君  クロス 50 周年記念盛大に開催され有

難うございました。クロス会会長とし

て御礼申し上げます。 
木地義和君  クロス 50 周年記念パーティー、有難

うございました。 
中西秀文君  先週土曜日、ホールインワンしました。

コーンという音が今も耳に焼き付い

ています。 
 
 
 
 
 
 

アジア、太平洋地域で 

      救援活動を行うロータリアン 
東南アジアと南太平洋地域で起こった数々の災害

の打撃を受け、家を無くした被災者たちを救うため、

ロータリアンが懸命な救援活動を行っています。 
米サモア、サモア、トンガを襲った壊滅的な津波、

インドネシアの地震、フィリピンの 2 つの台風、イン

ドの洪水では、何千人もが命を落とし、何百万人もが

避難を余儀なくされました。 
ロータリアンは、食糧、水、医療品、衣類、シェル

ターを含む救援物資の配布を中心に活動しています。 
オーストラリアとニュージーランドのクラブは、9 月

19 日に起きた津波の被災者のために、救援キットを

届ける活動を率先して行っています。この津波では米

サモアとサモアの村々が全壊するほど大きな被害が

もたらされました。サモアのロータリアンとローター

アクターが配布したキットは 200 以上、その費用は

およそ 55,000 米ドルに上ります。キットには毛布、

食糧、衣類、料理器具、工具、医療品が収められてお

り、ニュージーランドのロータリークラブがニュージ

ーランド空軍の協力を得て寄贈しました。「すぐに救

援活動を始めてくれた、その速さに感嘆するばかり」

「いざというときのロータリーの団結力を目の当た

りにし、ロータリアンであることをとても誇りに思い

ます」 
9 月 30 日、インドネシアのスマトラ島を襲った大

規模な地震では、死者が 1,100 人以上、ホームレスと

なった人々が 50 万人にのぼると推定されています。

地震直後、第 3400 地区は災害救援チームを結成。最

も被害の深刻な地域を調査して被災地域に工具と医

療品 1.5 トンを届けるため、救援機関と協力しました。 
9 月末と 10 月上旬、フィリピンは 2 つの大型台風

に見舞われ、広範

な地域で洪水と地

滑りが発生しまし

た。カブヤオ RC
とカブヤオ RC
（ラグーナ）は、

米、いわしの缶詰、

即席麺の入った救

援パック 700個を

配布しました。第

3770 地区に寄せられたすべての義援金や寄贈品は、

メイカウヤン・アップタウン RC（バラカン）が代表

して管理しています。フィリピンの全地区はどれだけ

時間がかかろうとも、すべての被災者を助けるために、

休みなく懸命な活動を続けています。 
同じく、10 月上旬、インド南部では大洪水と土砂

崩れで一帯が浸水し、250 万人が家を無くしました。

姉妹都市のハイデラーバードとセクンデラーバード

のロータリークラブは早速、メボードナガー地区の被

災者に救援物資を提供し始めました。現在も、衣類、

きれいな水、医療品が切実に必要とされています。 
「これほど壊滅的な洪水は前代未聞です。数え切れな

いほど多くの人が避難しました。ロータリアンとして、

こうした被災者にできる限りの支援の手を差し伸べ

る必要があります」 
ロータリークラブが草の根レベルで支援する災害

救援組織「シェルターボックス」も、数々の被災地で

何百もの救援ボックスを提供するため、チームを派遣

しています。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


