
 
 
 
 
 
 
 

第 1734 回例会 

平成 25 年 2 月 4 日(月) 
海南商工会議所 ４F 18：30～ 

 

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 53 名 出席者数 28 名 

  出席率 52.834％ 前回修正出席率 75.47％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

先日来、アルジェリアのテ

ロ事件が世間を騒がしてい

ますが、私も現役時代はプラ

ントエンジニアとしてプラ

ント建設のために海外に何

度も出かけました。 

先日、深谷さんの卓話の中

で、人間一生の間に３回大き

な転機が訪れると言ってお

りましたが、私の場合、50 年近く前、パキスタンで

プラント建設の話があり、これに携わったことが人生

の大きな転機となりました。当時はパキスタンとイン

ドが険悪な状態にあり、情報も少なく、回教国という

ことで条件も悪かったので出張希望者がいませんで

した。私も丁度結婚式の日も決まっており通常なら行

ける状態ではなかったのですが、簡単に海外に出かけ

る機会もない時代だったし、あこがれのヒマラヤも近

いということで応募しました。風土も食事も宗教も言

葉も日本とは全く異なる地で 1 年近く現地人と一緒

に過ごした経験は、その後訪れる国際化時代に非常に

良い経験になり、大いに役に立ちました。 

当時の状況を省みてみますと、最初滞在したのは現

地に長く住んでいる日本人の家でしたが、この主人が

スパイ容疑で逮捕され、帰ってきませんでした。その

後、移った現地人の宿は風呂もシャワーも無く、毎日

バケツに水一杯をもらって浴びていました。車も無か

ったため、宿から現場まで馬車で通っていました。滞

在中にラムザーン（断食）の月があり日の出ている間

は何も食べられないので、こっそりバナナとゆで卵を

持参し隠れて食べていました。食事もカレー系ばかり

で変化がなく、もちろんアルコール類はありませんの

で、宿のコックにおでんや水炊き焼き飯などの造り方

を指導、帰る頃には大分上手になっていました。また、

現地手当は現地通貨でくれるのですが、外貨に換えて

持ち出すことが出来ず、使うところがないので、絨毯

や象牙製品を買い込んで日本に送ったのですが、半分

も届きませんでした。 

今のように情報伝達も良くなく、工事用道具も良く

ない時代に工夫をこらし、人海戦術で行う工事は大変

でしたが逆境に強い体質を養うことができました。物

事は苦労して初めて身につくものだと実感致しまし

た。その後、フィリッピン、タイ、インドネシアなど

でプラント建設の仕事がありましたが、パキスタン程

強烈な印象を受けた地は他にありませんでした。 

 
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 2 月 7 日（木）→２月 10 日（日） 

10:00～ 串本ロイヤルホテル 

2 月 21 日（木）→２月 17 日（日） 

8:00～ 南の国の雪まつり会場 

「ポリオプラス募金活動のため」 

 橋本紀ノ川ＲＣ 2 月 26 日（火）→2月 24 日（日） 

12:30～ 橋本商工会館８F大ホール 

IM４組合同例会 

 高野山ＲＣ   3 月 1 日（金）→2月 24 日（日） 

12:30～ 橋本商工会館８F大ホール 

IM４組合同例会 

 
８．閉会点鐘 

 
次回例会 

   休会（祝日）  25 年 2 月 11 日(月)  
第 1735 回例会 25 年 2 月 18 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 
ゲスト卓話 青少年交換留学生 

 河内長野 中野 華子 様 

No.1734

R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 2012-2013 年 ＲＩ会長 田中 作次 
第 2640 地区ガバナー 北中 登一 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：花田 宗弘  幹事：中西 秀文  ＳＡＡ：那須 正志 
http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



 
 
 
 
 

 
 
○会員誕生日 
  １日 角谷 太基君  １１日 土井 元司君 
 １４日 横出  廣君  １１日 楠部 賢計君 
 ２１日 木地 義和君 

○奥様・旦那様誕生日 
７日  奥村 智子様 

○結婚記念日 
  ４日 平尾 寧章君  １６日 上野山 雅也君 
１４日 谷脇 良樹君 

○一般ニコニコ 

 楠部 賢計君  クラブで２番目の長老です。誕生

日の2月11日は建国記念日。最近、

株が上がってルンルンです。 

 谷脇 良樹君  結婚記念日の2月14日はバレンタ

インディです。 

 上野山 雅也君 結婚して 28 年になります。 

 阪口 洋一君  結婚は、近く、浅く、離れずです。 

 吉田 昌生君  5 月 22 日、23 日に鈴木ホーラムを

開催します。鈴木自動車の会長を

招く予定です。また、全国のガバ

ナーに 3 人の鈴木さんがいますの

で、招待状を出したいと思います。

ロータリーで鈴木サミットを応援

してください。 

 朝井  修君  1 月 20 日から 28 日まで、南太平

洋のフィジー諸島に行ってきまし

た。330 の島があり、ほとんどが

無人島です。フルーツ天国で 100

パーセント果汁の美味しいジュー

スを飲み９日間を遊んできました。 

 千賀 知起君  結婚記念日に戴いた梅の木につぼ

みが出ました。 

 山名 正一君  今年になって、例会の主席が 3 回

目です。仕事や弔事が重なり、忙

しかった。 

 山畑 弥生君  飲食組合の旅行で沖縄に行ってき

ました。 

 山東 剛一君  昨日、白浜に行ってきました。 

 大江 久夫君  今日の例会に美味しい食事を有難

うございました。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

2 月は世界理解月間 

（World Understanding Month） 

1905年2月23日は、

ポール・ハリス、ガス

ターバス・ローア、シ

ルベスター・シール、

ハイラム・ショーレー

の 4 人がシカゴで初め

て会合を開いた日で、

この日はロータリーの創立記念日です。よって 2月は

「世界理解月間」と指定されています。 

この月間中、ロータリークラブは世界平和に不可欠

なものとして、理解と善意を強調するクラブ・プログ

ラムを行うよう要請されています。 

また、2 月 23 日の創立記念日は、世界理解と平和

の日（World Understanding and Peace Day）と定め

られ、各クラブはこの日、国際理解と友情と平和への

ロータリーの献身を特に認め、強調しなければなりま

せん。さらに 2 月 23 日に始まる 1 週間を「世界理解

と平和週間」と呼び、ロータリーの奉仕活動を強調す

ることを決議しました。 

世界初の奉仕クラブ、米国イリノ

イ州のシカゴ ロータリークラブは、

1905 年 2 月 23 日、ポール・ハリス

によって結成されました。ハリスは、

少年期に過ごした小さな町で感じた

のと同じ友愛の精神を、専門職業人

の集まるクラブで再現したいと望ん

だのでした。「ロータリー」という名

前は、会員の仕事場を持ちまわりで

会合を開いていた初期の慣習に由来しています。ロー

タリーの評判はあっという間に広がり、その後 10 年

間に、サンフランシスコとニューヨークをはじめ、カ

ナダのウィニペグにもクラブが結成されました。1921

年までに 6大陸にロータリークラブが結成され、その

1年後、この組織は「国際ロータリー」と名づけられ

ました。ロータリークラブが創立してから 1世紀以上

経った今でも、ロータリアンは、自分たちの組織に対

する誇りを引き継いでいます。ロータリアンたちは、

初のクラブを記念して当初の例会場所だったシカゴ

のユニティービルの 711 号室を 1905 年当時のまま保

存しました。その後しばらく、ポール・ハリスの 711

号室は、訪れるロータリアンたちの畏敬の場となりま

した。1989 年、このビルが破壊されることが決まる

と、クラブのロータリアンは 711 号室を丁寧に解体し、

ドアやラジエーターにいたるまですべての内装を取

り外しました。1993 年、国際ロータリー理事会は、

シカゴ郊外にあるエバンストンの国際ロータリー世

界本部の 16 階に、この 711 号室を復元し、永久に保

存することを決定しました。 

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


