
 
 
 
 
 
 
 

第 1727 回例会 

平成 24 年 11 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     「手に手つないで」 

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 61.82％ 

 

４．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

９月から１１月までの結婚

記念日お祝いの苗木が届いて

います。枯らさないように上手

に育てて下さい。 

また、先日の地区大会時、講

演のありました㈱アオキの青

木豊彦社長の本‘まいど！’を

紹介致します、興味のある方は

ご購入下さい、クラブより補助も出ます。 

今日は私の得意とするクルージングの話をさせて

頂きます。私の所では毎月クルージングセミナーを開

催しています。参加者は海外クルージングに興味のあ

る方とその経験者です。内容は海外に出かけるにはど

んなヨットが適切か、どんな装備が必要か、コースと

季節、出国手続き、水、食料、情報伝達、天気予報の

入手等色々です。既に今年になってからでも、5月に

カナダ バンクーバー向けに 1 名、先日 11 月１８日

にグアム、ニューカレドニア経由オーストラリアへ私

の娘も含めて３名で出航しました。私は主にバックア

ップの一員として道中の天気予報、特に風向きと風力

を伝えています。洋上では携帯電話、テレビ、インタ

ーネットは使用できませんし短波無線は不安定なこ

とが多いので、衛星電話を使用しています。ただし通

話料が高いので主にショートメールを使用し、あらか

じめ暗号を決めておき、出来るだけ短い字数でやり取

りしています。まず船の方から現在位置と進行方位、

速度の連絡がパソコンに入ります、それに基づきその

時点から 1 日後、2 日後、3 日後の天候、風速、風向

等のデーターを送ります。昔と比べ天気予報の精度も

上がっているので、安全航海に随分役に立っています。 

水は1日ペットボトル1本、風呂 シャワーなしです。 

バンクーバーまで 50 日、グアムまでは 2 週間くらい

です。ただ小さい船ですので、100%安全と云うわけで

はありませんが、自然の一部となって旅するロマンが

あります。 

 
５．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山西ＲＣ 12 月 19 日(水)→12 月 19 日(水) 

18：30～ 華新（和歌山市吉田） 

忘年夜間例会 

 和歌山中ＲＣ 12 月 21 日(金) →12 月 22 日(土) 

18：30～ レストラン「サンクシェール」 

 （クリスマス家族会） 

 和歌山南ＲＣ 12月 21 日(金) →12 月 23 日(日) 

ダイワロイネットホテル和歌山 

 （クリスマス家族会） 

○休会のお知らせ 

和歌山西ＲＣ 12 月 26 日（水） 

和歌山中ＲＣ 12 月 28 日（金） 

和歌山南ＲＣ 12 月 28 日（金） １月４日（金） 

○ロータリーの 12 月レート 

 １＄＝８０円 

 

６．委員会報告 

○プログラム委員会    委員長 林 孝次郎 君 

 1 月の例会で卓話が２回、空いています。会員卓話

をしていただける方があれば宜しくお願いします。 

 

７．会員卓話            深谷 政男 君 

明日、誕生日を迎え 71 歳

になります。今年の 5 月 14

日に豪華客船で韓国麗水（よ

す）万博会へ行ってきました。

神戸で出国審査を受けて直

接、会場に新設された入国桟

橋に着岸・入国審査を受けま

した。我々の船は今回の万博

開催日の３日目に初の入国

船ということでテレビ局や新聞報道等で賑わってい

ました。また、今回の万博の為に韓国の首都ソウルよ

りも直行の新幹線が新設されていました。1970 年に
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日本の大阪の万博のときは、ダイエー館を見るのに７

時間並んだ記憶があります。今回は、事前の参加者へ

の通達も良く、予約で日本館や韓国の有名な展示会館

も余り待つ事無く回れました。今回は水をテーマに世

界の国から色々の展示をしていました。日本は東北災

害の水の怖さに関

して訴えておりま

した一番記憶に残

ったのは、今後の

人類に欠かせない

飲み水です。その

ために海水を清水

に変換する設備の

テーマ館でした。私も試飲しましたが、美味しかった

です。今後これを安い装置で普及するとすごいと思い

ました。 

私の経歴と人生で掴める３回のチャンスについて

お話致します。東京オリンピックの年に大学を卒業し、

東京で家具の仕事を覚えて父の家業を手伝いながら

一回目のチャンスを掴みました。それは大学で習得し

た英語を生かして、父の扱っている家庭用品をインド

より仕入れ、それが昭和 46 年のポンドの切り下げで

思わぬお金を一夜にして稼ぎました。二回目のチャン

スは、父の死後、二度目の円高で、取引商社が倒産し

て、私の英語力を生かして香港、アメリカに直進出、

３度目の円高ショックまで思わぬ額の資産を築きま

した。３度目は自分の得意とする家具販売業から、医

療機器の世界に飛びこんだ事です。 

その間に 60 歳になり、長女に家業を継承する為の

準備に入り、仕事から手を引き、船釣りを友達に教え

られ、ゴルフもやめ夢中になりました。船も買っての

んびりと余生を過ごそうとした時、思わぬ病にかかり

ましたが何とか克服し、65 歳からは自分の船ではな

く、大きな豪華客船に乗って世界中を周る夢を見て地

中海、エーゲ海、日本近海等で４年間に 10 数回の体

験をしました。高齢者には船の旅行は一番良いと思い、

これからも飛行機と船を組み合わせて、世界中を見て

周るつもりです 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1728 回例会 23 年 12 月 3 日(月) 

    18：30～ 「美登利」 
夜間例会・年次総会 

 

 
 
 
角谷 勝司 君 

 
感謝の言葉 

旭日双光章を受章して 
人生には予想外のことが起きる

ものだと若いころから痛感し、年

を重ねてからは少々のことには驚

かなくなっておりましたが、昨年秋に受勲の通知を受

けました折には、やはり驚きという言葉でしか言い表

せない感慨がありました。皇居での親授式に参列し、

立派な勲章をいただいて、万感の思いは、さらに強く

なりました。 
 社会に出て六十年あまり。社員のため、関係先のた

め、お客様のために会社経営に邁進し、後進に道を譲

ってからは、ひたすら、私を育ててくれた地域のため、

お世話になった方々のために、正しいと思うことを一

つひとつ実行に移してきたわけですが、そうした地味

な活動を評価していただき、このような栄えある章を

授かることになりましたことを誠に光栄に感じてい

ます。今回の受賞は私個人ではなく、私の活動を様々

な形で支え、応援してくださった方々とともに賜った

ものと考えております。あらためて、みなさまに感謝

を申し上げたいと思います。ありがとうございました。 
 

 林 孝次郎君  1 月に誰か会員卓話してください。 

 那須 正志君  野球部の合宿で 11 月 24 日、25 日

と由良の高垣旅館に泊めてもらい、

翌日、自衛隊のグラウンドで練習

してきました。 

 楠部 賢計君  11 月に 3 回欠席しました。3 回と

も夫婦で旅行し、ロータリーの例

会と同じくらい楽しかったです。 

 柳生 享男君  KF 会の皆様、有難うございました。 

 深谷 政男君  本日、卓話させていただきます。 

 前田 洋三君  野球部の皆さん。昨日は有難うご

ざいました。14Kg のクエはいかが

でしたか？ 

 

2013 年リスボン国際大会へ 

ロータリアンが世界

中から集まり、新旧の交

友を温め、楽しみながら

アイデアを交換し、ロー

タリーの活動を共に盛

り上げる機会となるの

が国際大会です。2013
年の国際大会は、6 月 23～26 日、ポルトガルのリス

ボンで開催されます。友愛の家、分科会、大会前会議

など、ロータリー・ファミリーの絆を深める最高の機

会となる国際大会にぜひご出席ください。 
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