
 
 
 
 
 
 
 

第 1618 回例会 

平成 22 年 6 月 7 日(月) 
海南商工会議所 ４F 18：30～ 

夜間例会 お誕生日、ご結婚お祝い 
 

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．ロータリー・クリードの唱和 

５．ゲスト紹介 青少年交換学生 ティアゴ君 

                  (Thiago Teixrira) 

６．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 50 名 
   出席率 72.46％ 前回修正出席率 79.46％ 
 

７．会長スピーチ     会長 花畑 重靖 君 

みなさんこんばんは！ 
私の年度も今月で終わ

りです。今日は最終月の夜

間例会です。また、２８日

の最終例会は夜間例会と

させていただきます。皆さ

んのご協力によって、なん

とか 1 年間、会長の役割を

果たすことが出来そうで

す。最後まで宜しくお願いします。 
 
８．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○メーキャップ 
 御坊南 RC  ５月１８日 山名 正一君   
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山東 RC 

6 月 24 日(木)→6 月 24 日(木) 18：30～ 
ダイワロイネットホテル和歌山４F 

 和歌山 RC 
6 月 29 日(火)→6 月 29 日(火) 18：00～ 

ダイワロイネットホテル和歌山４F 
 和歌山東南 RC 

6 月 30 日(水)→6 月 30 日(水) 18：30～ 
ロイヤルパインズホテル和歌山４F 

「最終親睦夜間例会」 

 粉河 RC 
6 月 30 日(水)→6 月 30 日(水) 18：30～ 

三平 紀ノ川市東大井「ありがとう例会」 
 新宮 RC 

6 月 30 日(水)→6 月 30 日(水) 18：30～ 
かわゐ「最終パートナー同伴夜間例会」 

○次年度のロータリー手帳が届いています。未だお持

ちでない方は、後ろに置いていますので、お持ち帰り

下さい。 
 
９．委員会報告 
○職業奉仕委員会      委員長 山田 耕造君 

 四つのテストの和訳の解釈について、地区に問い合

わせましたが、はっきりした答えがでないため、次年

度の委員会に引き継ぎさせていただきます。よろしく

お願いします。 

○親睦活動委員会      委員長 大江 久夫君 

 家族会のご参加有り難うございました。あいにくの

雨でしたが、無事に楽しく出来ました。委員の皆さん、

ご苦労さまでした。 

 

10．青少年交換学生スピーチ      ティアゴ君 

 みなさん、こんばんは。今、楠

部さんのお宅にホームスティさせ

てもらっています。楠部さんの話

は時々わからないこともあります

が、楽しく勉強しています。最近

では、ようやく自分の意見が言え

るようになりました。あと２ヶ月

です。よろしくお願いします。 
                Thiago Teixrira 

11．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1619 回例会：22 年 6 月 14 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 
  ゲスト卓話  近畿地方整備局 

和歌山港湾事務所長 長池 伸治 様 
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☺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 
 １７日 上中 由貴様  ２３日 上野山 衣利子様 
 ２２日 倉橋 直美様  ２４日 田村 純子様 
☺一般ニコニコ 
花畑 重靖君  色撮鳥写真展・結成３０周年を 6 月

8 日～13 日まで「ギャラリー花畑」

で開きます。田村さんの奥様の作品

も展示されます。是非、お越し下さ

い。また、大阪の国展の入場券もあ

りますので、言ってください。 
名手 広之君  家族会の写真をいただきました。 
宮田 敬之佑君 同窓会で飲みすぎました。 
吉田 昌生君  ＮＨＫの街道てくてく旅で藤白神社

が紹介され、沢山の問い合わせがあ

りました。 
山田 耕造君  最近、畑と読書をしています。角谷

さんの「人の心に貯金する」は何回

読んでも泣けてきます。 
大江 久夫君  家族会のご参加、有り難うございま

した。 
寺下  卓君  前回、欠席してすみません。上野山

さん、有り難うございます。 
楠部 賢計君  ティアゴ君との生活を楽しんでいま

す。言葉がわからないのは、日本語

の難しさです。「旬」で何？なかなか

説明できません。食事も沢山食べま

す。３Kg は太るかな！ 
上南 雅延君  叙勲をいただき、海南市報に掲載さ

れました。 
山畑 弥生君  大江さん、ありかとうございました。

柳生さんと国際奉仕委員会の引継ぎ

をしました。お世話になりました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリーソング 
日本のロータリアンの多くは、クラブの例会へ出か

け、そこで「いつものように」ロータリーソングを皆

で歌っています。このロータリーソングについて、ご

紹介します。 
ロータリーにおいて、一世紀を超える「歌を歌うと

いうこと」を始めた人は、1905 年にロータリーが創

立したとき、最初に会員となった 4 人に次いで、5 番

目にロータリーに入った人、ハリー・ラグルスです。 
 1905 年、アメリカのシカゴでロータリーは生まれ

ましたが、その折、創始者ポール・ハリスと、シルベ

スター・シール、ハイラム・ショーレー、ガスターバ

ス・ローアら 4 人の集いに加わり、会員となったのが

職業分類・印刷業のハリーでした。 
日本最初のロータリークラブは、1920 年創立の東

京ロータリークラブですが、初めのころは「ロータリ

ーソング」として英語のまま歌っていたそうです。 
当初はアメリカ人会員Ｅ.Ｄ.バートンが会員に歌を歌

わせようとして指導したものの、皆「児戯に類する…

…」としてあまり乗り気でなかったようです。彼は、

日本におけるソングリーダーの草分け的存在でした

が、その努力は 1926 年ころになってようやく認めら

れ、1927 年のインターシティー・ミーティングのと

きには、会議中にも会議後の観光バスの中でも、会員

の家族が中心となってロータリーソングが歌われ、会

員もやっと、歌うことが親睦の源であると理解したと

東京ＲＣの記録にあります。家族は、日本のロータリ

ーに歌うことを推し進める大きな力となりました。 
 やがて、日本語によるロータリーソングを求める声

が高まり、「奉仕の理想」や「我等の生業」が 1935
年、京都における地区大会において、日本語ロータリ

ーソング入選作として発表されました。戦争中は、「君

が代」の斉唱が始まりました。1949 年、日本は国際

ロータリーに復帰しますが、1951 年に ロータリーソ

ングが募集され、「手に手つないで」がつくられまし

た。これは、1952 年 7 月から、日本のロータリーが

2 つの地区に分かれるという事態に当たり、これから

も友情を確かめ合い、手に手つないでいこう、と誓い

合った歌です。「それでこそロータリー」も古く、1953
年に誕生しています。 こうして、ロータリーの例会

では歌を歌うことが習慣となり、この習慣はアメリカ

の多くのクラブに波及し、今日では、オーストラリア、

日本、ナイジェリア、ニュージーランド、カナダなど

のさまざまな国のロータリー例会におけるポピュラ

ーな親睦行事となっています。 
 国際協議会でも、毎朝、本会議が始まる前に各国で

親しまれている歌を皆で歌います。しかし、ヨーロッ

パ、南米、アジアのロータリークラブの例会でロータ

リーソングが歌われることはあまりないようです。 
 歌い方もいろいろで、例会の初めに国歌を歌うクラ

ブもあれば、童謡を必ず歌うところもみられます。 
 クラブ独自の歌を作り、歌っているところもありま

す。「手に手つないで」は外国のロータリアンにも好

評です。 
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