
 
 
 
 
 
 
 

第 1723 回例会 

平成 24 年 10 月 29 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．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 35 名 

  出席率 63.64％ 前回修正出席率 70.90％ 

 

４．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

みなさん、こんにちは。まず、

指名委員会について、お諮りし

ます。今年の年次総会は 12 月

3 日です。クラブ細則により、

理事役員の選挙については選

挙すべき年次総会の１ヵ月前

の例会において、指名委員会を

設置しなければならないこと

になっています。当クラブの慣

例に従い理事会メンバーをもって指名委員会とさせ

て頂いてよろしいでしょうか。承認頂きありがとうご

ざいました。 
 次に本日は、当クラブに存在する同好会を紹介して

頂く予定です。最近各クラブ共会員の減少が進んでい

る中で当クラブは比較的安定しているのは同好会の

活動がクラブの活性化に役立っていると思われます

ので、一層の活発な活動と充実を期待します。少なく

とも各人一つのクラブに席を置いてもらう事を希望

します。 
先週末には地区大会があり、出席された皆さん。ご

苦労さんでした。土曜日は中西幹事と私、日曜日は

11 人の参加がありました。土曜日の会議はスターゲ

イトホテルにて午後から、石井 RI 会長代理による RI
会長の方針｢奉仕を通じて平和を」の説明と 2680 地

区の国際プロジェクトの紹介。引き続き 2770 地区中

村パストガバナーによるロータリー精神の話（超我の

奉仕と職業奉仕）夜は RI 会長代理ご夫妻の歓迎晩餐

会がありました。日曜日は泉北のビッグアイにて本会

議第 2 部で北中ガバナーによる地区現況報告と RI 会
長代理による RI の現況報告と記念講演。講演１は奈

良県立医大教授の｢軟骨伝導聴覚の発見と携帯電話へ

の応用｣でした。講演 2 は㈱アオキの青木社長による

小型人工衛星｢まいど 1 号｣の開発に関する話があり

ました。人工衛星を作りたくてやったのではなく、若

者にもの造りの興味を持って東大阪に集まってきて

もらうためにやったと云っておりました。面白い話だ

ったので、機会を造って詳細を説明させて頂きたいと

思います。 
 
５．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山北ＲＣ  11 月 19 日(月)→11 月 19 日(月) 

19：00～ 夜間例会 

「味処 三八波」 

○11 月のロータリーレート 

 １＄ ＝ ８０円 

○10 月 20 日・21 日 ローターアクト交流会へ参加 

 

６．委員会報告 

○ロータリー財団委員会   委員長 宮田 貞三 君 
 ロータリー財団の寄付のお願いです。一人 8,000 円

を目標にしたいと思います。ご協力をお願いします。 
 

７．会員卓話（クラブの同好会について） 

○三笑会             宮田 敬之佑 君 

三笑会の始まりは、４代目会長

と幹事のロータリー年度が終わり、

翌年、みんなが淋しいので、元理

事に呼びかけて、始まりました。 

開催日付は、理事会が第２水曜

日なので、次の週の第３水曜日に。 

みんなで第三週に開き、食事の

後の二次会にカラオケで歌うので、

三笑（唱）会と名付けました。当時のカラオケはメロ

ディーだけで、歌詞本を見ながら歌って、練習しまし

た。奥村さんなんかは、一番を歌って、二番目の歌詞

が別の歌になっていたこともありました。 

年一度、夫婦同伴で旅行も楽しんでいます。白浜や

京都の貴船床料理に行ってきました。この会も３３年

間、毎月、休みなく続いていますが、高齢化の為メン

バーも少なくなっています。私はこの会も３３年間、

休まず出席しています。 
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○ＫＦ会              奥村 匡敏 君 

ＫＦ会は、ゴルフの同好会です。

ゴルフ好きばかりの集りであり、

宴会好きの集りです。ＫＦ会の名

前のゆらいは、初め、貴志川ゴル

フのメンバーの集まりで、年の内

第５日曜日に開催。貴志川のＫと

第５のファイブのＦを取ってＫＦ

会と名づけました。現在メンバー

は２５名です。年に第５日曜日が４回程ありますので、

ゴルフ場も変えて開催しています。年会費として１万

円、また、当日の参加費として 3,000 円。これは主に、

ゴルフの後の場所を代えての宴会費、賞金、そして交

通費に充当。ＫＦ会の特徴は毎会ゴルフの後に豪華な

宴会を行うところにあり、お酒を飲みながらゴルフの

うんちくを話し合う、大変、楽しい会であります。帰

りのタクシー代、代行代は会より支給しており、安心

して帰っていただけます。４０才を過ぎてからの成人

病、即ちメタボリック、動脈硬化、高血圧、又、糖尿

病からの成人病対策には、運動と食生活が一番大事で

す。４０才を過ぎてからの運動にはゴルフが一番。 

なんと云っても、年を取ってからも出来ますし、現

に８３歳を過ぎてられます岡田先生も毎回、元気に参

加しています。緑いっぱいの広々としたフェアウェイ

に白いボールをおもいきり叩いて飛ばすストレス解

消にはもってこいであり、緑の中でボールを追って自

然と歩く運動が出来ます。汗をかいた後のビールのお

いしさは格別であります。大変良い運動だと思います

ので、ゴルフをされていたい方はぜひ始めていただき、

ＫＦ会へ入会していただきたいと思います。そして又

ロータリーもより一層楽しくなるのではと思います。 

○新品会              山名 正一 君 

 12 年前ごろになりますか、当時、

入会した会員の方が退会しそうに

なったことから、楽しいロータリ

ーの会として、退会防止を目的に

新垣さんや西川さんなど、親睦委

員会が中心となって、発足いたし

ました。２～3ヶ月に１回の食事会

を楽しむことで、大体は和歌山の

アロチ周辺で開催。二次会、三次会とお店で女の子と

楽しく話すことが多くなっています。現在ではメンバ

ーも若い人が多く、７、８名で楽しんでいます。是非、

皆さんも参加してください。 

○ゑびす会             宮田 貞三 君 

 「寿海 波 平らかにして 紅

玉 鮮やかなり 遥かに看る宝字 

錦帆の懸かるを同乗の七福 皆 

笑いを含む知る 是れ 金銀 珠

玉の船宝船」の詩です。宝船には

七福神が乗っています。その中で

ニコニコ顔の神様は大きな対を釣

り上げている恵比寿さん。 

ゑびす会は、お目出たい恵比寿さんの名前を頂いて

います。ゑびす会のメンバーは、角谷さん、深谷さん、

上中さん、塩崎さん、木地さん、寺下さん、古川さん、

大江さんと宮田です。メンバーは好きな釣りに出かけ

る時は、会の名の通りニコニコ顔です。 

会の創立に当たり柿本神社で海での事故にあわず

に好きな釣りが出来ますようにとお祓いをして頂き

ました。おかげで今まで一度も事故にあわず、釣りを

楽しんできました。クラブの行事は、年１回の釣り大

会と 12 月の懇親会、ロータリーの例会日は日曜日の

釣りの釣果の情報交換会となっています。 

以前は奄美大島までクエ釣りに出かけたこともあ

りました。奄美の海では１ｍ80ｃｍの大物を、藤山さ

んが釣り上げています。あと３ｃｍ大きければ日本記

録という大物でした。 

今では紀州の海で釣りを楽しんでいます。昨年の５

月、山野明さんから「もう一度だけ思う存分ガシラ釣

りをしたい。ガシラ釣りが大好きなんだ」と言われた

ので二人で由良海へ出かけました。エサを入れるなり

ガシラが釣れ大漁でした。帰りに山野さんから「貞三

さん今日は楽しかったヨ」と喜んでくれました。今と

なっては山野さんの笑顔が私の一番の思い出となっ

ています。 

良い仲間と好きな釣りに出かけ、釣りを通してよい

思い出が出きるゑびす会です。釣り好きの方、ゑびす

顔の方、どうかゑびす会へお入り下さい！ 

○サファリの会           山東 剛一 君 

 2 ヶ月に 1回程度、お酒を飲む会

です。現在、土井さんが永久幹事

で、メンバーは 11 名です。毎回、

みんなで美味しいお酒を嗜み、楽

しくやっています。 

 ロータリークラブで縁あって、

集まった仲間が、たまに会って、

楽しくお酒を飲むことができるの

は、とても良いことです。皆さんも是非、ご参加くだ

さい。 

○囲碁同好会            田村 健治 君 

皆さんもご存知の通り、囲碁は一

生楽しめる奥の深い知的ゲームで

す。日本国内には、ロータリー囲碁

同好会という全国組織があります。

毎年東京か神戸で大会が催されて

います。更に国際大会も毎年日本、

韓国、台湾が持ち回りで、開催され

ています。岡田先生も過去に参加されたことがありま

す。私も何年か前に一度、韓国大会に参加したのを覚

えています。言葉は関係なく、共通のルールですので、

自然に違和感なく楽しめます。 

わがクラブの歴史を少し調べてみましたが、正式な

同好会とはなっていなかったようです。従いまして、

今から同好の友を募り、そこそこの人数が集まれば発

足したいと思っています。少しでも囲碁に興味のある

方。初心者大いに歓迎！一緒に楽しみましょう。 

 

 

 



○紀の女会             岸  友子 君 

紀の女会は、平成７年、当時の

会長の角谷さんのお声かけで発足

した和歌山県下のロータリークラ

ブの女性会員の親睦会です。 

当時2640地区の女性会員は和歌

山県の 10 人だけで、第１回を平成

７年８月19日和歌山ターミナルホ

テルで開催し、女性会員６人、直

前会長等同伴会員５人が出席し友好を深めました。 

翌年平成８年９月に田辺で 10 人が出席し、開催。「紀

の女会」と名付けられました。その後各クラブ順番に

ホストとなり、御坊、和歌山、岩出、海南、田辺と毎

年１回開催しています。ちなみに、海南東ＲＣがホス

トとなった時は、マリーナ シティで「和歌浦湾クル

ージング」や「漆器まつり・家庭用品まつり・藤白神

社めぐり」を行いました。海南東ＲＣでは、私と山畑

さんの 2名ですが、アゼリアロータリーができてから

は、多数女性会員が増えましたので隔年のようにお世

話していただいております。女性ならではの悩み、苦

労話等々ににぎやかに話を聞くことができ、楽しいひ

とときを過ごしています。 

○野球部              寺下  卓 君 

 ロータリーの野球部の歴史は、今

から28年前の1984年に全国ロータ

リークラブ甲子園大会へ初めて出

場しています。当時のメンバーの先

輩方もいらっしゃいますが、続いて、

1989 年に 2 回目の参加。試合は同

点で抽選勝ちとなったそうです。そ

の後、長らく参加が遠のいていまし

たが、5 年前の 2007 年に再結成し、17 年振りに参加

を果たしました。結果は大敗でしたが、その後、勝利

に向けて、団結し、練習に励むようになりました。2008

年は地区予選で惜しくも破れ、2009 年に４回目の甲

子園出場。僅差で負けましたが、前夜祭では 3位。2010

年には新宮でガバナー杯大会に出場。1勝 1敗の成績

でした。2011 年は震災のため、甲子園大会は中止に

なりましたが、今年の震災復興記念甲子園大会では念

願の勝利を大差で勝ち取りました。現在、岩井監督を

中心にメンバーは 15 名。11 月 24 日・25 日に由良で

合宿を行います。来年の甲子園出場を目指し、頑張っ

ていきますので、引き続き、皆さんのご支援と応援を

宜しくお願いいたします。 

○アウトドアの会          三木 正博 君 

数年前に花田さんから、アウトド

アクラブを作ろうと思うんだとい

う提案を受け、活動を始めました。 

当クラブは、文字通り野外で、ロ

ータリアン＆ファミリー＆友人等

誰とでも楽しく過ごすことを目的

に活動をしております。 

最近の活動としては、７月にインターナショナルカ

フェで知り合った若い女性７名をカヌーにお誘いし

ました。浜の宮の浜辺から温山荘園の浜辺を往復しま

した。初めての経験の人もいたのですが、晴天に恵ま

れ楽しく喜んでいただきました。８月に花田さんのヨ

ットと深谷さんのクルーザーでマリーナシティーと

築港の花火を見に行きファミリーの方にも楽しんで

いただきました。船から見る花火は本当に迫力満点の

素晴らしいものでした。 

10 月に根来寺と根来山元気の森でファミリーハイ

キングを楽しみました。根来寺では語り部さんに、寺

の歴史や興味深い話を教わり、今まで知らなかった根

来寺の事を勉強し新たな発見をしました。有吉佐和子

の小説「紀ノ川」の撮影が行われた古民家で食べたジ

ャコメシやアユ寿司は本当においしかった。 

次の行事として、12 月半ばに臼と杵でつく本格的

なもちつき大会を計画しております。 

当クラブは会員に限らずどなたでも参加していた

だくよう、その都度ご案内いたします。みなさんふる

ってご参加下さい。お待ちしております。 

当クラブのメンバーは会長が花田さんで、林さん、

阪口さん、楠部さん、中西さん、那須さん、山畑さん、

宮田貞三さん、私、三木といった上品で優しく健康的

な面々が会員です。 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 

   第 1724 回例会 23 年 11 月 5 日(月) 
海南商工会議所 ４F 18：30～ 

夜間例会 お誕生日祝い 結婚祝い 
 
 

 

 

那須 正志君   ５人目の孫が誕生しました。 

辻    亮 君   父の葬儀でお世話になりました。 

宮田 敬之佑君  本日、卓話よろしくお願いします。 

山名 正一君  本日、卓話よろしくお願いします。 

宮田 貞三君  本日、卓話よろしくお願いします。 

山東 剛一君  本日、卓話よろしくお願いします。 

 

 

 

 

 

水と衛生の問題に取り組む平和フェロー 
カナダ出身のロータリー平和フェロー（2010-12 年

度）、ライアン・ロウさんは、ロータリー平和センタ

ーがあるノースカロライナ大学チャペルヒル校で学

び、去る 5月、公衆衛生学の修士号と、平和と紛争解

決の修了証を取得しました。子どものころは第二外国

語の授業が嫌いだったというライアンさんですが、今

では英語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語を

話し、最近は中国語の勉強も始めました。 

そんなライアンさんが何より力を入れている分野

は、ノースカロライナ大学で専攻した水と衛生の問題



です。現在、同大学

の水教育機関で連絡

担当員として働くか

たわら、ロータリー

をはじめとする団体

によるアフリカでの

水プロジェクトに、

ボランティアとして

参加しています。「水

問題というと、その

深刻さにたじろいで

しまう人も多いと思

いますが、みんなで力を合わせて知恵やリソースを出

し合えば、大きな改善を図ることができると私は信じ

ています」 

カナダのモントリオールでの大学時代の経験から、

ライアンさんは物事を明るい方向に考え、固い決意を

もって取り組む大切さを学びました。大学を休学し、

バスを乗り継いで中央アメリカを渡り、言語や文化の

違いを経験、その後、コロンビアの交換留学プログラ

ムに参加してスペイン語での授業を履修しました。こ

のバスの旅で多くの人が貧困に苦しむ現実を目の当

たりにしたライアンさんは、インフラ整備の欠如とい

う根本的な問題があることに気づき、そこに改善の機

会を見出しました。 

そこで大学卒業後、ライアンさんはカナダのトロント

にある大学院に進学して戦略マネジメントを専攻、そ

の後ブラジルに留学し、ポルトガル語で履修しながら、

中南米における水関連インフラ整備に投資する民間

企業について研究しました。 

幼いころ、ロータリアンの叔父や叔母から世界旅行

や奉仕プロジェクトの話を聞いたライアンさん。その

ころはまだ、ロータリーのことは何も知らなかったそ

うです。しかし、アラブ首長国連邦でインフラ開発の

仕事に従事していた 2009 年、世界各地の優れた専門

家と水問題について研究できるロータリー平和セン

ターの存在を知りました。 

「ノースカロライナ大学の公衆衛生プログラムは、ロ

ータリーの誇るパートナーシップ」と話すライアンさ

ん。「ロータリー平和センター・プログラムへの申請

は、人生で最高の決断でした」 

平和センターでの研究を終えたライアンさんは、今

年 6月、バックパックを背負ってアフリカに渡り、ザ

ンビア、マラウィ、モザンビークを訪問、そこで世界

保健機関（WHO）やユニセフが主催する会議で講演を

行いました。今後は、自ら役員を務める教育支援 NPO、

「Tabasamu Education Fund」があるケニアを訪問す

る予定です。ライアンさんの最終的な目標は、インフ

ラ開発を持続的に支援する基金を設立することです。

この基金を通じて、社会的に不安定な地域の福祉保健

を改善したいと心に描いています。また、ほかの平和

フェローとこれからも協力していきたいと望んでい

ます。平和フェローは、みな仲間であるとライアンさ

ん。「情熱があれば成功できると思います。道を開い

てくれたロータリーに感謝しています」 

ポリオ撲滅のための 

「世界最大の CM」に出演しよう 
「世界ポリオデー」の 10 月 24 日、ポリオ撲滅活動

をサポートするために、大勢の支援者がオンライン広

報キャンペーン「世界最大の CM」に参加します。 

この参加型のオンライン広報イベントに、ぜひご参

加ください。ビルゲイツ、デヅモンド・ツツ大司教、

ジャッキーチェン、アンジェリークキジョー（歌手）

など、多くの著名人が「あと少し（This Close）」の

ポーズを取って撲滅支援に加わっています。参加する

には、ロータリーの特別ウェブサイトから、皆さまの

「あと少し」のポーズ写真をアップロードしてくださ

い。アップロードされた写真は、自動的にポリオ撲滅

のプロモーション・ビデオに挿入され、参加者には作

品を閲覧できるページへのリンクが送られます。また、

ポリオ撲滅活動を支援するためのミュージックアル

バム「End Polio Now」がリリース

されます。このアルバムには、世界

的バイオリニストのイツァークパ

ールマンやロック音楽バンドのス

タッフ ベンダ ビリリといった、元

ポリオ患者による演奏も収録されています。iTune や

shop.rotary.org から注文してご購入いただけます。

収益はポリオ・プラス・プラグラムに充てられます。

「世界ポリオデー」の後も、ロータリーは、世界 200

カ国のロータリアンによる支援を通じて、ポリオ撲滅

活動を継続していきます。世界ポリオ撲滅推進計画

（GPEI）では、7億ドルの資金不足が問題となってお

り、これを解消するために、世界各国の政府機関に協

力を要請していく必要があります。 

10 月 16 日現在、2012 年のポリオ感染数は 180 件を

下回っていますが、資金不足のために、感染リスクの

高い国々で予防接種活動が縮小される事態が発生し

ています。現在、ポリオ撲滅活動は、成功と失敗の分

かれ目にきており、活動が失敗した場合、将来、毎年

20 万人の子どもが身体麻痺の障害を負うことになる

と言われています。「ポリオのない世界を実現するに

は、政府機関の協力が欠かせない」と、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は述

べます。「ポリオ撲滅がこれほど間近に迫ったことは

今までありませんでした。私たちは、世界の子どもた

ちへのポリオ撲滅の約束を破ることはできません」 

 

ポリオ撲滅活動の支援方法 
①「あと少し」のポーズ写真をアップロード して「世

界最大の CM」に参加 

②www.endpolionow.org で署名し、世界のリーダーに

アピール 

③ロータリー創設記念日（2月 23 日）の「End Polio 

Now」ロゴ投射を計画 

④ポリオ撲滅活動への寄付 

そのほかのロータリー関連情報は、国際ロータリー

公式ツイッター日本版をフォローしてご覧ください。 
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