
 
 
 
 
 
 
 

第 1744 回例会 

平成 25 年 4 月 22 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 53 名 出席者数 38 名 

  出席率 71.70％ 前回修正出席率 50.94％ 

 

４．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

４月も第４週目となり

ましたが、今月は出張例

会が続いたため、このホ

ーム会場で例会を開くの

が４月になって今日が初

めてとなりました。従っ

て毎月はじめに皆さんに

お渡ししている「ロータ

リーの友」は遅くなって

今日になってしまいまし

た。５月号が追っかけて

来ますので早々に読み終えて下さい。 

今日は先日行ってまいりましたフィリピンの報告

をさせて頂く予定でしたが、来月 21、22 日に鈴木サ

ミットが開催されます、当クラブも後援団体になって

いる関係から鈴木姓の現ガバナー3 名とＩＭ２組関

係の 20 クラブに案内状を送っていますので、出席し

てくれるかどうかは分かりませんが事前に内容を良

く理解しておく必要があり、急きょ藤白神社の吉田宮

司に鈴木邸に関する卓話をして頂くことになりまし

た。皆さんにお配りしている案内書にある様に 22 日

には鈴木自動車の鈴木社長の講演会がありますので、

是非出席して頂ける様お願い致します。 

今日は、また、次年度も近づいて来ましたので、先

日行われました PETS（会長エレクト研修セミナー）

の報告も小椋会長エレクトにして頂きます。 

フィリピンの報告は来月 27 日の予定となります。 

 

 

 

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

 和歌山東南ＲＣ  5月２２日(水)→5月 22日（水） 
12:00～ 企業見学 新日鉄住金 和歌山製鉄所 

○休会のお知らせ 
和歌山東南ＲＣ  ５月８日（水） 
和歌山西ＲＣ   ５月８日（水） 

 

６．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 ４月号の記事について 

○８マル会     ８マル会幹事 魚谷 幸司 君 

 ６月８日～９日に福井県芦原温泉に行きます。皆さ

んのご参加よろしくお願いします。 

 

７.会員卓話 

○鈴木サミット＆フォーラムの開催について 

吉田 昌生 君（藤白神社宮司） 

第７回「鈴木サミット＆鈴

木フォーラム」で街に元気

を！皆さん御存じの「鈴木さ

んせんべい」、ロータリーク

ラブでもゲスト卓話々他ク

ラブヘの記念品やお土産と

してたいへん好評です。現在、

市内の藤白神社や物産観光

センターなどで発売、鈴木さ

ん以外でも皆さん大抵は知

人に一人は「鈴木さん」がいる。そんな方への土産物

としてよく売れています。「鈴木せんべい」の発案者

が前会員で海南商工会議所の角谷勝司会頭です。角谷

さんは、東京などへ出張して海南から来たと言っても

知名度が低く、また地場産業として黒江の漆器や日本

一のシェアを誇る日用家庭用品があるものの、全国に

海南をアピールできる食べ物をつくろうと、着目した

のが藤白神社の境内にある「鈴木屋敷」でありました。 

 ところが肝心の全国２００万といわれる鈴本家の

宗家「鈴木屋敷」が老朽化し、これでは世界遺産「熊

野」の入り口として観光客を呼び込み、地域の活性化

につなげようにもあまりにおそまつな現状です。この

鈴木屋敷の復元については、１０年来海南市、和歌山

県、藤白神社の連携を得て漸く平成１９年、鈴木屋敷

No.1744

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 



を含めた「熊野古道藤

白坂」を文化庁から「国

指定史跡･歴史の道」と

して保存管理し、その

実績を基に「世界遺産」

の追加登録をめざすと

いうことで既に動き出

しています。 

 以前、義経の家臣で

歴史的にも高名な鈴木

三郎重家の子孫が今も

性行秋田県羽後町の、

藤白鈴木家の分家「鈴

本家住宅」を訪れた際、

屋敷も漆蔵（現在資料館）も国の重要文化財に指定さ

れ立派に復元されているのを見て、本家の現状があま

りにも情けない、早期実現のためにはやはり地元の理

解とバックアップ、盛り上がりが第一というのとから、

角谷さんの肝いりで今回、第７回「鈴木サミット＆鈴

木フォーラム」を開催するに至ったものであります。 

 おかげさまで催行にあたりましては、当クラブをけ

じめ、海南、海南西ロータリークラブ、ライオンズク

ラブ等の協賛を得、参加者も増えつつあります。 

当日は㈱鈴木会長兼社長の鈴木修氏の基調講演も

ありめったにない機会ですので、角谷さんの熱い思い

を受け取っていただいて、一人でも多く御参加下さい

ますよう一会員として、また、藤白神社宮司としてお

願い申し上げます。 

 

○会長エレクト研修セミナーの報告 

会長エレクト 小椋 孝一 君 

 ３月９日、10 日の２日間、

スターゲートホテル関西エア

ポートで会長エレクト研修セ

ミナーが開かれ、出席してき

ました。 

次年度の 2013-2014 年度の

ＲＩテーマは「ロータリーを

実践し みんなに豊かな人生

を」(Engage Rotary, Change 

Lives)であります。ＲＩ会長エレクトはロン・バート

ン氏です。また、地区のテーマは「相互扶助」です。

世界政治の混乱、経済の先

行き不安、今こそ、メンバ

ーと家族、共に働く仲間と

地域社会に生きる人々と

の共生共助こそロータリ

ーイズムの原点であるこ

とを確認することを方針

にしています。ガバナーエレクトは久保治雄氏です。

泉州 KUMATORI ロータリーEクラブの会員です。 

地区の活動方針は、以下のとおりです。 

・ＲＩ方針の徹底 
・ＩＭ不採用、組呼称の廃止、大阪府南部・和歌山６グ

ループ分け 

・グループ単位のガバナー公式訪問合同例会 
・ガバナー卓話要請クラブヘの訪問 
・会長、幹事各グループ内クラブ個別懇談会の実施 
・地区組織の簡素化、地区予算の見直し 
・各クラブによるネット活用化の推進指導 
・規定審議会採択の制定案と決議案の実行指導 
・ロータリー財団--一地区補助金、各種補助金を使つて

の事業奨励 
・ロータリー財団への寄付の奨励 
・米山記念奨学会への寄付の奨励 
・クラブ拡大 
・会員増強作戦の実施 
・地区会員全員による中学/高校への｢出前卓話｣ 
 (ロータリアンが履歴を語る[人生の栄光と挫折等]を
要請する) 

・ロータリー設立記念日にあわせ、2014 年２月 23
日に日本全国 34 地区で東日本大 震災復興支援キ

ャンペーン 
地区目標 
・ストップザ会員減少 
 地区全体で 10％の増強、各クラブ純増３名以上 
・ロータリー財団への寄付 
 １人あたり US ＄200 を目標 
・米山記念奨学会への寄付 
 １人あたり 6,000 円の普通寄付 
 上半期 3,000 円 下半期 3,000 円 
 (特別寄付を入れて工人あたり 20,000円を目標) 
地区カラーは「ワインレッド」です。 
 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 
平成 25 年 5 月６日(月) 祝日・休会 
第 1745 回例会 平成 25 年 5 月 13 日(月) 

    18：30～  海南商工会議所 4Ｆ 
 
 
 
 
小椋 孝一君  ４月２０日に安部首相の「桜を会」

東京 新宿御苑へ行ってきました。 
山名 正一君  久しぶりの出席です。 
 
 
 
 
 
 
2013-14 年度 ＲＩ副会長と財務長を選出 
ロン・バートンＲＩ会長エレクトは、2013-14 年度

のＲＩ副会長としてアン L. マシューズ氏を、ＲＩ財

務長としてアンディ・スモールウッド氏を選出しまし

た。マシューズ氏は米国サウスカロライナ州のコロン

ビア・イースト・ロータリークラブに所属。スモール

ウッド氏は米国テキサス州ヒューストンのゴルフウ

ェイ・ホビー・エアポート・ロータリークラブに所属。 

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


