
 
 
 
 
 
 
 

第 1720 回例会 

平成 24 年 10 月 1 日(月) 
18：30～ 海南市「温山荘園」月見例会 

 

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．ゲスト紹介  米山奨学生    代  向 斐 様 

５．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 38 名 

  出席率 69.09％ 前回修正出席率 76.36％ 

 

６．会長スピーチ     副会長 阪口 洋一 君 

皆さん今晩は。花田会長が

所要のため、代理でスピーチ

させていただきます。 
ＲＩ及び地区からの報告

事項はございません。 
本日はここ温山荘園の本

館をお借りして月見例会を

開催することといたしまし

た。お天気が心配でしたが、

台風一過素晴らしい観月の一夜になるものと楽しみ

にしております。温山荘園は歴史ある庭園として、和

歌山では昔から親しまれております。後ほど、阪井園

長より温山荘園についてお話をしていただきます。 
 昨日９月３０日は中秋の名月でしたが生憎の天気

で月を見ることは出来ませんでした。本日は、月見に

ついて少しお話をさせて頂きたいと思います。 
「中秋の名月」には月を眺めて、供え物をするなどと

言った習慣がありますが、そもそも「中秋の名月」と

はなんでしょうか。昔から、秋こそが月を見るのに良

い季節とされていますが、旧暦で秋である７月８月９

月のちょうど真ん中の日が、８月１５日です。そのた

め、旧暦８月１５日の月を「中秋の名月」と呼んで、

月をめでることにしたのです。「中秋の名月」は十五

夜とも言われます。何故、秋に月を見るのでしょうか。

その理由は、月の高さと、天気です。太陽が天球上で

通る道は、夏は高く、冬は低いことはご存じでしょう。

月の通り道も太陽とほぼ同じで、夏は高く、冬は低い

のです。そこで、ちょうど見上げるのに適した高さの

満月となると、春か秋になります。しかし、「春がす

み」や「秋晴れ」という言葉があるように、天気の良

さでは断然秋なのです。そこで、秋が月見のシーズン

となったといわれています。 
 ところで、「中秋の名月」は

満月だと思っておりましたが、

そうではない事の方が多いと

言うこと、ご存じでしたでし

ょうか。年によって１日～２

日ずれるそうです。これは、

旧暦で新月と満月になる日のずれによるものらしい

です。ちなみに、今年はちょうど満月でした。昨年も

満月で来年も満月です。一昨年は１日ずれています。 

満月は大体１か月に１度なのですが、たまに１か月に

２度あることがあります。この、２度目の満月をブル

ームーンというそうです。今年は、８月２日と３１日

が満月で後の３１日の満月をブルームーンと言いま

す。大体３年に１度起こるそうです。次は 2015 年７

月３１日です。ブルームーンを見ると幸せになれると

言う言い伝えもあるそうです。 
 昨日の中秋の名月は暦では仏滅でした。月見が仏滅

でも縁起が悪いわけでもないのですが、中秋の名月は

必ず仏滅になります。過去から未来ずっと仏滅です。

お月見の風習は、奈良時代に中国から伝わったと言わ

れています。平安時代には貴族などの間で観月の宴や、

舟遊びで歌を詠み、宴を催したそうです。平安貴族ら

は月を直接見ることをせず、杯や池にそれを映して楽

しんだそうです。今宵は温山荘園の池に映った月をめ

で、俳句でも一句いかがでしょうか。月見の風習は外

国では、中国、韓国、台湾では中秋節として盛大にお

祝いして、祝日となっているそうです。また、南米の

日系社会でも、日本と同様に十五夜の月を中秋の名月

として観月するそうです。ただし、南半球では春であ

り、月の位置も月を見るのに適してないようです。 
今宵はどうぞ月見例会をお楽しみください。有難う

ございました。 
 

７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
  那智勝浦ＲＣ 10 月 4 日（木）→10 月 4 日（木） 

11：00 時集合 職場見学（皆地笠作りの見学） 

田辺市本宮町皆地 芝 安男 様宅 
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  那智勝浦ＲＣ 10 月 18 日（木）→10 月 18 日（木） 

12:30～ コーヒー例会 

勝浦シティプラザリゾートホテル内 

レストラン マールベリーハウス 

       10 月 25 日（木）→10 月 27 日（土）

大阪 堺市内（場所は未定） 

 

８．委員会報告 

○広報・雑誌・IT委員会   委員長 宮田 敬之佑 君 

 「ロータリーの友」について、

10 月号では職業奉仕月間の特集

が組まれています。また、2013 年

ロータリー国際大会が6月23～26

日にポルトガルのリスボンで開催

されます。こちらも紹介されてい

ますので読んでください。 

 今日は、温山荘での月見例会な

ので温山荘と海南東ロータリーについて話します。 

温山荘には創立 5 周年記念植樹で桜を植えています。

この桜も今では立派

に成長し、春には満開

の花を咲かせていま

す。また、韓国との姉

妹クラブ締結を記念

してヤマモモ植樹と

石碑を建てています。

是非、機会があれば見

てください。 

 

９．ゲストスピーチ  米山奨学生  代  向 斐 様 

 みなさん、今晩は。いつもお世話に

なります。9月から中国語会話の勉強会

をしています。今月は 10 月 17 日に開

かれますので、是非、皆さん参加して

ください。宜しくお願いします。 

 

10．温山荘園の説明      

公益財団法人琴ノ浦温山荘園 

常務理事 山本様、園長 阪井様 
当園は、明治 21 年

に日本で初めて動力

伝動用革ベルトを製

作し、その後、世界有

数のベルトメーカー

となった新田帯革製

造所（現 ニッタ株式

会社）の創業者、新田長次郎翁により、この地に大正

初期から造園されました。 

「温山荘」の名称は“温山”の雅号を持つ翁の求めに

応じて、東郷平八郎元帥により命名されました。当初

は翁の健康維持のために使用していましたが、在世中

に一般人にも解放されるようになりました。翁の没後

はその遺志により、「財団法人 琴ノ浦 温山荘園」を

設立し、当財団が管理にあたっています。なお、平成

10 年には当荘園の建

造物が、文化庁文化財

部より「登録有形文化

財」の指定を受け、平

成 22 年 2 月に庭園が

国名勝の指定、平成 22

年 6 月に建物が重要文化財指定を受けています。庭園

内は松林が美しく繁り、時おり魚の跳ねる音が静けさ

を一層際立たせます。伝統的な和風建築の主屋、茶室

などをゆったりと鑑賞し、座敷に座って庭の全景を眺

めながら心安らぐひと時を過ごすことができます。作

庭は、武者小路千家の家元名代であった木津宗泉の指

導で完成し、開園当時は、皇族の方々や官界他著名人

が多数来園されました。紀州路随一の大庭園（18,000

坪）です。 

文化財ですので、普段、夜は開放

しておりませんが、日頃からお世話

になっている海南東ロータリーク

ラブ皆様には特別にご利用いただ

きました。音楽演奏などもご用意さ

せていただきました。本日はごゆっ

くりお楽しみください。 

 

10．新入会員の紹介及び歓迎会    山田 裕之君 

今月から入会させていただき

ました。前任の川田と交代になり

ます。勤務先は同じく㈱ウエルネ

ス・コートです。つい最近まで、

京都に住んでいました。まだ、わ

からないことばかりです。皆さん、

宜しくご指導、ご鞭撻のほどお願

いします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

11．閉会点鐘 

 
次回例会 

  休 会（祝日） 23 年 10 月８日(月) 
第 1721 回例会 23 年 10 月 15 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 
ゲスト卓話 テレビ和歌山 岩田 様 

 
 
 
 
 
 
 
 

ピアニカ演奏 

平成 24 年 10 月 22 日（月）19：00～20：30 
海南保健福祉センター 

講演会「濱口梧陵と津波防災について」 
稲むらの火の館 館長 熊 野 亨氏 

  会長からロータリーバッジ   山畑さんから花束贈呈 



 
 

 

     Happy birthday！ 

10 月のお祝い 

☺会員誕生日 

 ２日 中村 文雄君    ２日 魚谷 幸司君  

  ５日 大江 久夫君  １４日 小久保 好章君 

１４日  千賀 知起君    ２６日 谷脇 良樹君 

☺奥様・旦那様誕生日 
 ３日 山東 久枝様    １３日 大澤 喜久子様 

１６日 辻  清子様   ２０日  岩井 まり子様 

２４日 瀬藤 憲康様  ２４日 那須 和美様 

☺結婚記念日 

  ４日 角谷 勝司君    ６日 大澤 祥宏君  

１９日 木地 義和君  １９日 上中 嗣郎君 

２４日 山東 剛一君  ２５日 荻野 昭裕君 

３０日 塩崎 博司君  ３１日 千賀 知起君 

☺一般ニコニコ 

 宮田 敬之佑君 温山荘の月見に乾杯。 

 平尾 寧章君  温山荘にはじめて来ました。 

 

 

 

 

 

９月のＲＩ会長メッセージ       田中 作次会長 

職業奉仕を理解した時 
朋友ロータリアンの皆さん、ロー

タリアンはみな同じではありませ

ん。それぞれのロータリアンがそれ

ぞれの理由でロータリーに入会し、

多くの方が「ロータリー・モメント」

と呼ばれる体験、すなわちクラブの

一会員から、熱意ある真のロータリ

アンとなった、その瞬間の鮮明な記憶をお持ちだと思

います。 

きっかけはさまざま 
 私は、これらの物語を聞き、皆さんがどのようなき

っかけでロータリーに引きつけられるようになった

のかを知るのが好きです。クラブや地区の役員になっ

たこと、奉仕プロジェクト、国際大会など、人によっ

てきっかけはさまざまです。私にとってのそれは、入

会して 2 年ほどたった時に八潮ロータリークラブの

例会で聞いた、ある卓話でした。 

 私は八潮ＲＣの創立会員ですが、創立会長だった人

に推薦されて入会しました。当時、私はロータリーに

ついて聞いたこともなく、奉仕が何を意味するのかも

わかりませんでした。しかし、東京から八潮に移り住

んだばかりの頃で知り合いも少なく、友人をつくり、

仕事にも役立てば、と思い入会しました。私を推薦し

てくださった人を非常に尊敬していたことも、理由の

一つでした。 

 しかし正直に申し上げますと、最初の 2年間は、私

たちは大したことをしませんでした。毎週例会に出席

し、昼食を取り、卓話を聞くだけでした。会費を払い、

ロータリー財団に寄付もしていましたが、奉仕活動に

は参加していませんでした。ですから、ロータリーの

奉仕というものがどういうものかを知らなかったの

です。 

私を変えた職業奉仕という考え方 
 そんな状況が一変したのが、例会で、職業奉仕の卓

話を聞いた時でした。職業奉仕という考え方は、私に

とってまったく新しいものでした。それまでは、人生

の目的や仕事をする理由について、あまり考えたこと

はありませんでした。何より仕事が忙しかったのです。

常に会社のこと、そしてそれを大きく、素晴らしい会

社にすることばかり考え、あらためて仕事の真の目的

を考えたことがありませんでした。 

 職業奉仕という考え方を理解してから、自分の仕事

や人生の目的に対する態度が完全に変わりました。仕

事をする目的とは、ただお金を稼ぐだけでなく、いか

に地域社会に貢献し、地域社会や人々の生活をより良

くできるかにあると気づいたのです。これを理解した

時、「超我の奉仕」の考え方が理解できました。 

それから私の人生は変わり、ロータリーでの奉仕に積

極的に参加するようになりました。これが、私のロー

タリー・モメントです。 

 

児童保護に活躍する 

元ロータリー平和フェロー 
 カティア・ジメーロ・

ダンタスさんは、ポルノ、

人身売買、誘拐などの防

止に取り組んできまし

たが、この 1年、インタ

ーネットを利用した性

犯罪から、子供たちを守

ることに特に力を注い

てきました。 

ダンタスさんは、行方

不明となっている、ある

いは強制労働を強いら

れている子供たちを保

護する国際センターの、

政策担当責任者を務め

ています。同センターのデータによると、毎年、少な

くとも世界で2万2千人以上の子供たちが行方不明と

なり、5千人が売春組織の犠牲となっているといわれ

ています。 

米国、バージニア州に本部を置く同センターでは、

今まで、110 カ国以上の 3,200 人を超える警察関係者

が研修を受け、現在、世界中の政府が手本とできるよ

うな児童保護法の草案が作成されています。ダンタス

さんの役割は、中南米およびカリブ海地域の各国に赴

き、保護法の草案を作成しながら、効果的な証拠の収

集方法や、有罪判決に結びつく起訴の方法について、

警察や司法関係者を研修することにあります。 



同センターに勤務する前、ダンタスさんは、2007-09

年度ロータリー平和フェローとして、米国国際開発庁

のブラジル支局で働き、国境を越えた人的移動がエイ

ズの感染拡大にもたらす影響などを調査する実地研

究を行いました。米国のデューク大学、ノースカロラ

イナ大学にあるロータリー平和センターで学んだダ

ンタスさんは、2005-06 年度に第 4530 地区（ブラジ

ル）が第 7980 地区（米国）に派遣した研究グループ

交換の一員でもありました。「平和フェローシップの

おかげで、人的ネットワークが大きく広がり、児童の

強制労働、虐待、誘拐の防止に取り組む上で役立って

います。デューク大学では、さまざまなこと学びまし

たが、それらはすべて、私の毎日の仕事に当てはまる

ものです。そして、くじけそうになると、いつも「超

我の奉仕」と自分に言い聞かせて、がんばっています」

と語るダンタスさん。「性犯罪者の犠牲になる子供た

ちが、一人でも少なくなってくれることが、心の支え

です。努力を続けていけば、いずれ子供たちが心無い

大人たちの犠牲者とならず、人権が守られ、子どもら

しく暮らせるようになると信じています」 

 

ポリオ撲滅に向け 7,500 万ドルを 

新たに投入 
9 月 27 日、国際ロ

ータリーは、ニュー

ヨークでの国連総会

中に開催されたポリ

オ撲滅の特別行事

（潘 基文国連事務

総長が主催）におい

て、世界ポリオ撲滅

推進計画（GPEI）を

支援するために、今

後 3 年間に新たに

7,500 万米ドルの資

金を投入することを

表明しました。ロータリーは、これまでに 12 億ドル

近い資金を撲滅活動に投入しており、撲滅を実現させ

るために、今後も支援を続けることを力強くアピール

しました。 

「 Our Commitment to the Next Generation: The 

Legacy of a Polio-free World（次世代への約束：ポ

リオのない世界へ）」と題された今回の特別行事には、

野生ポリオウイルスが残存する国（アフガニスタン、

パキスタン、ナイジェリア）や支援国のリーダー、支

援団体や GPEI 協力団体の代表が出席しました。また、

ウイルス常在国から他国にポリオウイルスが伝搬す

る危険性があるため、撲滅活動の重要性を伝えるメデ

ィア関係者も会場に集まりました。 

潘 基文事務総長は、GPEI への支援増加を国連加盟

国に訴えました。ロータリー、世界保健機関（WHO）、

ユニセフ、米国疾病対策センターによって 1988 年に

発足し、現在、ビル・ゲイツ財団や国連財団も参加し

ています。ポリオ撲滅は、「保健と正義の問題」であ

ると、潘 基文事務総長は話します。「すべての子ども

たちが公平に、疾病から守られた状態で生活できるよ

うにならなければなりません。ですから、事務総長と

して二期目を迎える私は、ポリオ撲滅を優先項目とす

ることに決めました」「ポリオのない世界を実現する

ために、各国政府からの一層の支援が必要とされてい

る」と話すのは、ロータリー財団のウィルフリッド・

ウィルキンソン管理委員長です。「ポリオ撲滅は今ま

でにないほど実現に近づいており、このチャンスを逃

さないためにも、今すぐ行動しなければなりません。

さもなければ、世界の子どもたちへの約束は決して果

たされないでしょう」 

パキスタンでは、撲滅活動を支えるために、イスラ

ム開発銀行がパキスタン政府への融資を行うことを

発表しました。またゲイツ財団が、この融資から生じ

る利子をパキスタン政府に代わって支払うことを申

し出ました。今回の一連の決定は、去る 5月、世界保

健総会にてポリオ撲滅が「世界公共衛生プログラムに

おける緊急事態」と宣言されたことを受けたものです。

毎年 35 万人の子どもがポリオに感染していた 1988

年から、発症数は 99％以上減少し、2012 年も 9月 19

日現在において世界全体で 150 件と極めて低くなっ

ています。しかし、2013 年にかけて 7 億 9,000 万ド

ルという深刻な資金不足が懸念されており、現に、ポ

リオ再感染のハイリスク国で予防接種活動が中止さ

れる事態が相次いでいます。撲滅が失敗に終わり、ポ

リオの再流行が起こった場合、年に 20 万人に上る子

どもが身体障害に陥ることが予想されています。ロー

タリーは、GPEI のパートナー団体と協力し、これま

でに 25 億人以上の子どもに経口ポリオワクチンの予

防接種を行ってきました。これにより、800 万人の子

どもを身体麻痺の危険から守り、数十万件に及ぶ小児

死亡を防ぐことができたとされています。ロータリー

は、募金と各国政府への支援の呼びかけに力を注いで

おり、ポリオ撲滅が近づきつつある今、その重要性は

さらに大きくなっています。 

今月、ポリオ撲滅活動への支援向上を目的としたロ

ータリーのウェブサイトが新たに公開されました。こ

のウェブサイトを通じて、各国のリーダーに資金援助

を懇請する署名が集められ、上記の国連特別行事で、

ウィルキンソン管理委員長が代表して署名リストを

提出しました。 

 

ロータリーの魅力を伝えるヒントは 

「ロータリー・リーダー」をご覧ください。 

「ロータリー・リーダー」

はクラブと地区の役員が

日々直面する課題や問題

を克服する上で役立つ、実

践的な情報やリンクを提

供するオンラインのマル

チメディア出版物です。 

 

会報委員会    委員長：谷脇 良樹  副委員長：奥村 匡敏  委員：小椋 孝一 岸 友子 横出 廣 阪口 洋一


