
 
 
 
 
 
 
 

第 1682 回例会  

平成 23 年 11 月 28 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     「手にてつないで」 

３．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 42 名 

  出席率 70.00％ 前回修正出席率 70.00％ 

 

４．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

皆さん、こんにちは。 

先ず、地区からのお知らせが

あります。先週お話したとおり、

長らく空席であったガバナー

エレクトに、既にノミニーに選

出されていた北中氏が決まっ

たと報告しましたが、３日前ノ

ミニー確定宣言のメールが届

きました。河内長野 RC の辻秀和さんという方で 63

歳。職業分類は石材加工で「石駒」という会社の社長

さんです。これによってここ５年間、和歌山地区から

ガバナーが出ていないことになります。異常事態と言

えそうです。 

次に今日の話に移ります。又かと言われそうな資源

についてです。でも興味深いと思いますので聞いてや

ってください。地球の頂点でありながら､未だ知られ

ざる場所である北極が焦点です｡そこには世界で未発

掘の石油の 13％、天然ガスの 30％､またダイヤモンド

や金などの鉱床が眠る『資源の宝庫』と言われていま

す。５大洋の中で 2 番目に小さな海域であり､太平洋

や大西洋よりもかなり浅い海と言われるため､海面の

氷を除けば､海底の開発が他の大洋よりも容易に行え

ると期待されています｡また､北極圏には未発達の航

路があります｡ロシア沿岸の北極海を横断する｢北極

海航路｣は､これまでアジア諸国がヨーロッパへ航路

で向かう際に利用されてきた欧州ルート(東南アジア

→インド洋→紅海→スエズ運河→地中海→ジブラル

タル海峡→西欧諸国)に比べてその距離を 4 割ほど短

縮します。資源､商業路と､経済発展の源が多く眠るこ

の北極の領土において､沿岸国家であるロシア､アメ

リカ､カナダ、デンマーク､ノルウェーは｢大陸棚がつ

ながっている｣と、その領有権を主張し合ってきまし

た｡そんな中、中国も新たに参入し､その存在感を急速

に高めていることが話題となっています。中国は、北

極海航路は将来のハブ港になると見越し､各国の中で

も最大級の大使館をアイスランドに開設しました｡ま

た､2009 年より自治権の拡大したデンマーク領グリ

ーンランドでは北東部の海底油田等開発の入札に参

加を予定しています｡北極点周辺での氷床､資源に関

する共同研究にも積極的で､今後 4 年間に北極探査隊

を 3 回派遣し｢北極海域の環境の総合的な観測を段階

的に進める」と表明しています。1995 年以降で 4 回

に留まる北極探査隊の派遣ペースを考えると格段に

速めることになることは言うまでもありません｡もち

ろん北極海航路にも注視しています。勢い止まらぬ中

国の動きに沿岸国だけでなく、世界中がその動きに焦

りを覚えています。資源採鉱や航路開発による様々な

分野での新たな需要、各国の利権争い､経済競争等ま

すます目が離せない北極海ですが、忘れてはならない

ことがあります｡これらの話が進む背景には、温暖化

という事実があるということです｡ 面積約 950 万

km2の北極海は 1980年頃､氷の面積は約 8割にあたる

750 万 km2 ほどありました。それが､2010 年には 480

万 km2 程度になっています。このことが、北極海での

資源採掘、北極海航路の開通を実現可能へと向かわせ

ているのです。しかし海氷は多くの野生動物の居場所

であり、また ロシアやアメリカなど沿岸国の背後を

他国から守ってくれて いるのも海氷なのです。自分

たちの手で北極の私たち生物を脅かすようなものに

しないように気をつけたいですね。 

 
５．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○メイクアップ  
 谷脇 良樹君  11 月 24 日 有田ＲＣ 
○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦 RC 12 月 1 日(木)→12 月 1 日(木) 

12:30～ 海翁禅寺 座禅例会 
和歌山東南RC 12月 21日(水)→12月 24日(土) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 
クリスマス親睦家族例会 

和歌山北ＲC 12 月 26 日(月)→12 月 24 日(土) 
18:30～ ホテルグランヴィア 年末家族例会 
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○休会のお知らせ 
 和歌山東南 RC 12 月 28 日(水) 1 月 4 日（水） 
 和歌山中ＲＣ  1 月 6 日(金) 
 
６．会員卓話 

○小久保 好章君 

今日、この席で何か話しをと

言われ、何を話そうかと思いま

したが、人生の先輩方ばかりで

すから、人生論よりも、私的な

ことですが仕事のことを少し話

したいと`患います。人それぞれ

感じ方、考え方もありますから、

何を言うてるんや、というご意見もあるかもしれませ

んが、私が感じ、自分の会社の進む方向を考えている

ことで、皆さんにおしつけるものでは、ありませんか

ら。気楽に聞いて下さい。 

ご承知の通り弊社は、この海南で家庭用品の製造卸業

を営んでいます。この業界では、昔から一部の商品、

手のこんだものは、韓国製や台湾製の安価なものが輸

入され、十数年まえからは中国製が圧倒的な量で輸入

されています。これは無視できないと現象と思い、弊

社でも１０年前に上海に工場を建設しました。 

価格訴求はもちろん、量産体制も日本ではとてもマネ

できません。そして、誰もかれもが製造や販売のでき

ない許認可事業をやろうと思い、縁あって紀陽除虫菊

を取得しました。もともと上海工場は、世界最大のマ

ーケットであるアメリカを狙おうと思い造りました。

アメリカは、価格、量産を考えると日本からでは無理

だという判断です。その、品質よりも価格と大量消費

という国でしたが、ここ数年大きな変化が見られます。

ファッションや流行もアメリカ製がリードしつつあ

ります。カバンもリモワだけでなく、ゼロハリバート

ンも人気ブランドです。洋服もそうです。特に、円高

に乗じてドイツ、イタリアやフランスなどヨーロッパ

の家庭用品メーカーが、中国はもちろん、アメリカや

日本にも上陸してきました「イタリアのキッチン用品

メーカーでジョセフジョセフや小物などを中心のコ

ジオルなど、おしゃれなデザインでありながら、価格

がこなれていますから世界中で結構人気でよく売れ

ています。日本市場でも日本メーカーと同等の価格な

らヨーロッパ製は形や色がおしゃれです。又、ヨーロ

ッパのメーカーが、ヨーロッパでデザインしたものを

中国で生産し世界中に販売網を広げています。 

私は、社内でもよく言いますが、40 年前スーパー

カーブームがあったが、フエラーリやポルシェは当時

のデザインを今見ても十分おしやれで、日本の車は 

10 年前でも古い感じがする。又、ポルシェやフエラ

ーリや、ベンツ、 ＢＭＷはそのエンブレムをはずし

てもモデルチェンジをしてもわかる。日本車は分から

ない。この根本的なデザインカの違いを超えるのは無

理ではないかと思います。只、弊社でもこのヨーロッ

パデザインは目指していきます。いつかは、超えられ

るように。今まで、弊社含め同業の多くは、定期的に

商品の色やパッケージを変え新製品として販売して

きましたし、今、多くの会社がそうした動きだと思い

ます。 

私は、じっくり自社の商品を眺めてみると、どう見

ても昭和の香りがするものが多い気がしました。これ

では、世界で戦えないと』思いました。しかし、日本

製がヨーロッパ製よりも優れているのは品質です。今、

弊社では、ヨーロッパデザイン、日本品質、中国価格、

この３拍子が揃った商品開発を急いでいます。それは、

日本だけでなく、世界が大きな一つのマーッケトとし

て考えているからです。今後日本の人口は減少の一途

であり、それ以上に高齢化が進み、人口の減少以上に

購買層の減少が顕著になると考えています。4～50 年

後には日本の人口が 4～5,000 万人減少しているとい

う試算も出ています。アジア、ヨローロッパ、アメリ

カを３つの大きな市場と位置付けここ数年で販売拠

点を構築し、物流まで行えるようにしました。現地の

営業マンにはハッパをかけていますが、今は竹やりで

戦っているような状態です二  １日でも早く、大砲や

ミサイルに匹敵するような商材を届けてやりたいと

思っています。アメリカは、不景気だとよく言われて

いますが、まだまだ大きな市場で、中国やインドなど

アジアを大きな市場と考えている自動車業界、コンピ

ューター、家電業界などは、アメリカ市場を網羅して

しまってのことで、我々、中小企業はアジアを無視で

きませんが、まだまだ、アメリカ市場、日本市場はか

なり魅力のある市場にはかわりないと`思います。そ

の為の今後のデザイン戦略が生き残るカギになると

思い、私の話を終わらせていただきます。 

 

○宮田 貞三君 

 昨年からフルーツのキウイ

作りを始めました。66 歳にし

て、初めての農作業。毎日、キ

ウイ作りに追いたくられてい

ます。口の悪い友達は「自分の

頭に似たものを作ってと言い

ますが、私は別の玉に似ている

と思う。キウイの玉は小さい玉

も良い味がします。しかし、世の奥様方はどういうわ

けか、スーパーでキウイを買う時、大きなものを選び

ます。大きいキウイにも秘密がありまして、夏のまだ

実の小さいうちにホルモン剤のフルメット液と言う

バイアグラのようなものに実を浸して大きくさせる。

それに、害虫の防除、腐敗予防、さらに、除草液の散

布等で薬漬けになり、外観は立派なキウイですが、た

くさんの薬が使われ、知らず知らずのうちに私たちの

体の中に入ってきています。日本で、この状態ですか

ら、これからＰＴＴに加入すると外国からの食料には

どれだけ薬剤が入っているかはかり知れません。科学

が発達すると外国は意図的な細工で、日本人に薬漬け

の食料品を食べさせ自分の国に服従する人間に、また、

男性も去勢された人間に変えられるかも知れません。

そういえば、テレビ界では男性と女性の中間のほうが

多くよく出ています。その兆しかもしれません。そう

なると、ロータリーも中間の方の入会を認めるのかど



うか、会長、ガバナーに聞いてほしいものです。 

私の家内はプランターの花に水をやる時でも、きれ

いな花を咲かせてねと声をかけると心が通じ、花が聞

いてくれる。そして、きれいな花を咲かせてくれると

言います。キウイにも大きく美味しいのが生ってねと

声かけすると通じると言ってきかない。私は肥料のほ

うが大切だと言うのですが、今では家内の言い分も聞

いてキウイに心を込めた声かけと肥料を物心両面で

世話をしています。 

キウイ作りもロータリーも同じです。相手への思い

やりの心が大切です。田村年度も残り約半分です。今

後も引き続き、会員の皆様の物心両面の応援をお願い

します。心の応援は例会への出席で、物的応援はニコ

ニコの寄付です。 

私たちのクラブは、昨年が岸さん、今年が山畑さん

がひな壇に座られていますが、会が華やいでよい感じ

です。お二人はひな壇がお似合いです。お二人には、

早い時期にひな壇の中央に座られることを期待して

います。海南東ロータリーの女性の素晴らしさを地区

に示してください。 

今年も地区のテーマに“退会防止”があがっている

が、手続要覧では Resignation(レジグネーション)、

字引では辞職となっており、退会と訳しているのが違

っています。退会と訳すと会から退く、遠ざかる、ロ

ータリーの会から縁を切って遠ざかっていくことに

なります。世の中、株の評論家、野球の解説者等、大

勢いますが、なかなか、予想が当たりませんが、100％

当たる予想があります。“この世に生を受けたものは、

必ず死ぬという事実”よってロータリーに入会したも

のは、必ず退会すると言う事も間違いない事実です。

そうすると、退会を防止ではなく、いかに長くロータ

リーに籍を置いてもらうかである。ＩＤＭでの三木さ

んの発表に退会する理由を調べつ必要があると言わ

れました。全くそのとおりです。せっかく、ロータリ

ーの奉仕の精神に共感して入会していただいた会員

がロータリーの良さを知らない内に退会することに

なるとロータリーの楽しさと良さを伝えられなかっ

た私達会員とクラブに責任があります。 

しかし、前期退会された新垣さん、上南さん、名手

さん達は退会とは言えない。新垣さんは会長、幹事、

それに全ての委員会の委員長を務め、手続要覧にも詳

しく、米山、財団の寄付額もクラブで１、２番の実績

です。新垣さんはロータリーの奉仕活動を完璧なまで

に実施され、ロータリーの規定、課程を修め終えた“卒

業”が相応しいのではと思います。上南さんは、創立

メンバーで、名手さんは創立間もなく入会されていま

す。私が入会して、初めて出席した年時総会で、会長

に上南さん、幹事に名手さんが承認されました。今で

も覚えています。田岡さんのお父さんと私の席に上南

さんが回ってこられ、来年は例会の出席率の悪い人は

メイクアップに行ってもらうか、退会してもらう方針

だと話されました。その頃の田岡さんの出席率がどう

なっていたか知りませんが、これは、大変なことにな

った。こんな会はとても続けられません。えらい所に

入会したと考えているところへ、名手さんが回って来

て、聞くと、そんな難しいことワシら知らんよ！何で

もかまうかヨ！と名手さんが言ってくれました。田岡

さんが言うには、上南さんは硬派のロータリアン、私

と名手さんは軟派のロータリアン、ロータリアンも多

種多様でいろいろな人があっていいのだ。いちいち気

にかけなくてもいいのと違うか。会を維持していくに

は硬派のロータリアンが大切です。しかし、軟派のロ

ータリアンも貴重です。お二人の場合は退会ではなく

“隠居”です。世間一般の会合の役職から身を引くが、

例えばテレビの水戸の隠居のようにご意見番として、

時には夜間例会や記念例会に顔を出して頂き、長いロ

ータリー人生から得られた辛口と甘口の貴重な御意

見を聞かせていただきたいものです。 

ロータリー活動に熱心であった方々が外にもおら

れます。その方々も長年ロータリーの奉仕活動に熱心

に汗を流した仲間です。クラブを辞めても立派なロー

タリーファミリーです。長年培ったロータリーの縁、

ロータリーの絆を退会の一言で切ってしまってよい

ものか！ロータリーファミリーとして、新しく絆を結

び直す方法も考えてはどうでしょうか？学校では、入

学式と卒業式があって“きまり”がつくのです。新入

会員の歓迎会をするのですから、送別会も必要ではな

いでしょうか？新年度になって、初めて退会を知ると

いうのも、いかにも寂しい。 

 

７.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1683 回例会 23 年 12 月 5 日(月) 
    海南商工会議所４F 12：30～ 
      年次総会 「美登利」       
 
 
 

 

宮田 貞三君   キウイの話をさせて頂きます。 
小久保 好章君  今日、卓話をさせて頂きます。 

深谷 政男君   明治41年創業以来100年を越えた

ので、県から 100 年企業の表彰を

受けました。 

吉田 昌生君   和歌山県立博物館で熊野もうでの

展示が行われています。 

花田 宗弘君   シンガポールへ行ってきました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2012 年 5 月 6～9 日 

”微笑みの国”タイ 

バンコク 



 
 
 
 
 

ロータリーが 

ユネスコ水教育研究所と提携 
ロータリーは、ユネ

スコ水教育研究所

（UNESCO-IHE）と戦略

的パートナーシップ

を結び、パッケージ・

グラントを提供する

こととなりました。ロ

ータリー・クラブはこ

の補助金を利用して、

発展途上国の水や衛

生の問題に取り組む

専門家育成にあたる

ことができます。   

このパッケージ・グラ

ントでは、毎年 8名の

奨学生が、オランダ、

デルフトにあるユネ

スコ水教育研究所で 3

つの修士課程プログ

ラムのいずれかを専攻します。奨学生は将来、水・衛

生分野の専門家として活躍することが期待されます。 

ロータリーとユネスコ水教育研究所は、すべての

人々、特に貧しい人々が継続的に水や衛生設備を使え

るようにするという共通の目標を掲げています。また、

今回の提携は、ロータリーの重点分野「水と衛生設備」

を直接支援するものでもあります。「世界でさまざま

な水問題が発生し、専門家が必要とされる中、ロータ

リーは、ユネスコ水教育研究所のような第一級の教育

機関と戦略的パートナーシップを結び、人材の育成に

力を注いでいきます」と話すのは、ロータリー財団の

ウィリアム・ボイド管理委員長です。「ロータリー・

クラブは、将来における活躍が期待できる優秀な奨学

生を探し、支援することで、水や衛生の問題解決に向

けた重要な貢献ができます」 

「発展途上国で発生する疾病の 80 パーセントは、

水不足や不衛生が原因」と話すのは、ユネスコ水教育

研究所の András Szöllösi-Nagy 教授です。「ロータリ

ーとの協力を通じて、深刻化する水問題に取り組むた

めの人材を育てることができます」 

水教育の大学院課程として世界最大規模を誇るユ

ネスコ水教育研究所では、1957 年以来、160 カ国以上

から集まった 14,500 名を超える専門家が学んでいま

す。研究所はまた、研究や開発のためのプロジェクト

推進、水に関する教育機関や組織の世界的ネットワー

クの管理、水教育に関する専門知識の提供、水に関す

る大学院教育や継続教育の国際的基準の設置にも関

与しています。 

会長と事務総長が 

世界経済フォーラムに参加 
国際ロータリ

ーのカルヤン･バ

ネルジー会長と

ジョン･ヒューコ

事務総長が、ヨル

ダンとインドで

開催された世界

経済フォーラムの行事に参加し、重点分野の一つであ

る、経済と地域社会の発展に対するロータリーのコミ

ットメントについて力説しました。 

1971 年に創設された財団組織、世界経済フォーラ

ムは、ビジネス、政治、教育各界のリーダーが集い、

世界の経済、保健、環境といった世界的規模の課題に

ついて話し合う場を提供しています。10 月 21～23 日

にヨルダンで行われ、アラブ諸国における人材開発、

雇用創出、水の確保に重点とした世界経済フォーラム

の会合には、バネルジー会長が、国際ロータリーの代

表として史上初参加しました。会長は、この会合への

参加を機会に、「世界中から出席した国王、首相、そ

の他の要人に、ロータリーの活動について知ってもら

うことができました。ロータリーとしては、世界経済

フォーラムの重要会議に今後もできる限り参加し、フ

ォーラムとの協力関係を強化していきたいと考えて

います」と述べています。ヒューコ事務総長は、11

月 12～14 日、インドのムンバイで開催されたインド

経済サミットで、米国およびインドのリーダーと共と

にパネル討論に参加し、ロータリーが教育推進活動を

通じて行ってきた、読み書きや計算のスキルに関する

教育について話しました。その中で事務総長は、「ロ

ータリーはこの課題に多面的に取り組んできました。

例えば、ただ学校を建て、子供たちが通えるようにす

るだけでは不十分です。飲み水や、衛生設備、医療な

どを整えることで、子供たちが健康で、経済的に安定

した家庭環境を整えてあげることが必要です」と述べ

ました。さらにヒューコ事務総長は、インドのビジネ

ス雑誌に寄稿し、ロータリーのポリオ撲滅活動がイン

ドの経済発展にどれほど寄与できるかを論じました。

「一つには、撲滅活動の結果、社会インフラや医療施

設が改善され、社会発展に欠かせない、ポリオ以外の

公共衛生のニーズに応えられるようになることが挙

げられます。数年以内にポリオを世界からなくすこと

ができれば、今まで全世界で撲滅活動に費やされた

80 億ドルを超える投資が、2035 年までに 400～500

億ドルの経済効果を生むという試算が、昨年、著名な

学術雑誌、「Vaccine」によって発表されています。し

かも、この経済効果はほとんどが、ポリオに最も長い

間苦しんできた国々で実現するものと予測されてい

ます」この記事を読むロータリー財団は 4月、発展途

上国の経済･社会発展を支援するため、オイコクレジ

ットとの戦略パートナー提携を承認しました。オイコ

クレジットはオランダに本部を置く金融機関で、社会

的責任を重視した投資活動を推進しています。 
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