
 
 
 
 
 
 
 

第 1758 回例会  

平成 25 年８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  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 51 名 出席者数 32 名 

  出席率 62.75％ 前回修正出席率 70.59％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん今日は。今日の例

会は早いもので 8 月最後の

例会になりました。先日 8

月 1 日（木）紀美野町立野

上小学校にて戦争の体験者

に 5 年 6 年生対象に「戦争

体験を聞く会」にゲストテ

ィーチャー紀美野町在住、

岩橋ユリ子さん（83 才）に

講演をしていただき、生徒たちは身を乗り出す様に真

剣に聞き質問では色々聞いていました。 

話の主な内容は、戦争のことで一番思い出すこと、

戦地に出征されたお父さんのこと、戦争中のくらしで

思い出すこと、今の子どもたちに伝えたいことで、岩

橋さんは、小学校６年生のとき、父（当時３７才）が

招集され、戦地に向かうお父さんは「お母さんのこと

を頼む」といって出て行った。その時のことを思い出

すと、今でも心が痛む。父は、北朝鮮と韓国の辺境で

なくなったらしいが、白木の箱に階級章が入っていた

だけ。本当にそこでなくなったのか、ソ連につれてい

かれたのかは分からない。1945 年の７月、和歌山市

の大空襲を野上から見た。日本の各地が空襲を受けて

いることを知った母が、身寄りをたよりに野上に疎開

していたので命は助かった。家は全焼。和歌山市へ

B29 が連なって飛んでいくのが見えた。空襲で町が燃

えると、機体が見えて怖かった。ユリ子さんのお母さ

んは、竹やりの訓練や空襲の時の防火訓練（バケツリ

レー）をしていたのを覚えている。衣料点数とお金が

なければ服などは買えなかった。食べ物は基本的に配

給。人数に応じて配給される。他のものは、物々交換。

食べ物は、あぜに生えているせりをとって食べた。こ

うりゃん（あわ）やしな米。報国米という米でない、

かんぱんを砕いたような粉も食べた。お米を食べたこ

とはない。電気つけられなかった。女学校（13 歳か

ら 16 歳まで）に通っていたとき、学徒動員で谷口酒

造（溝ノ口の平和酒造）の工場では、飛行機の部品を

磨いていた。女学生は、「もくもく挺身」の合言葉で、

一言もしゃべらず、一心に部品を磨いていた。私は、

炊事当番だった。アルミ部品を磨いた。と語りました。 

また、平成 25 年 7 月 1 日（月）毎日新聞に戦争の

苦しみ誰かに伝えたいと、小学生の山崎 涼未さんは、

「日本のために命を捨てて戦争へ行って、見捨てられ

た人がかわいそうだと思った。とても悲しく、つらい

戦争をもうくりかえさないように未来へ伝えていく

のは、今度は私の番だと思う。この、悲しい戦争を忘

れないようにするために私は、未来へ戦争の苦しみや

悲しみを伝えていこうと思う」と掲載されていました。 

この後、新入会員の綛田 さよ志さんに会員卓話を

して頂きますのでよろしくお願いします。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山北ＲＣ 9月９日（月）→9月12日（木） 

18:30～ ダイワロイネットホテル 

（和歌山東RCとの合同例会） 
和歌山東ＲＣ 9月12日（木）→9月12日（木） 

18:30～ ダイワロイネットホテル 
（和歌山北RCとの合同例会） 

和歌山東南ＲＣ 9月25日（水）→9月27日（金） 

18:30～ レストラン＆カフェ「アルテ」 

県立近代美術館２F 
（和歌山中RCとの合同例会） 

和歌山中ＲＣ 9月27日（金）→9月27日（金） 

18:30～ レストラン＆カフェ「アルテ」 

県立近代美術館２F 
（和歌山東南RCとの合同例会） 

○９月ロータリーレート 
１＄＝１００円 
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○地区大会の案内 
 2013 年 10 月 25（土）スタ

ーゲートホテル関西エアポー

ト、26 日（日）関西障害者交

流センターで開催されます。

また、地区大会記念ゴルフが

10 月 21 日（月）に関西空港

ゴルフクラブで開れます。参

加よろしくお願いします。 

 
６．委員会報告 
○国際奉仕委員会       委員長 桑添 剛 君 

10 月 17 日から 20 日まで、台湾の姉妹クラブ、

彰化東南ＲＣを訪問します。登山、ゴルフ、観光も

予定していますので、多数のご参加をお願いします。 

○会員増強委員会          副委員長 宮田 貞三 君 

 8 月は「会員増強拡大月間」です。「入会の案内」

をお配りしていますので、お知り合いに手渡し、勧

誘してください。 

○アウトドア同好会         阪口 洋一 君 

    9 月 17 日～20 日に奈良吉野の奥駆山行を計画し

ています。ご参加よろしくお願いします。 

 
７．新入会員卓話         綛田 さよ志 君 

こんにちは。私は 7月からお

仲間に入れて頂いた下津の株

式会社明光の綛田さよ志と申

します。女性なのにさよじ！っ

て男のような名前が、子供の頃

は嫌いでした。保険証は男の所

にしるしをされ、通販の電話を

したら旦那様ですかと言われ、

すごく面倒です。自分の名前の

由来を調べる宿題が小学校五年生の時にあり、親に尋

ねたら、昔にさよ志って名前の偉い人がいてたんや！

で終わってしまい子供心にも、これはウソだと感じま

した。中学から信愛女子校に進学し、みんなにアンタ

の名前カッコイイな！とおだてられ単純な私は、この

名前が好きになりました。 

弊社は明光という化学薬品運送と一般廃棄物、産業

廃棄物業者です。化学薬品事業は縮小しましたが、今

も営業しています。他にもグループ内では九州でマン

ションを所有し賃貸業をしていますし、今年は飲食業、

介護事業への進出を進めていますが、本業は汲み取り

屋です。子供は残酷なもので小学生の頃はよく意地悪

な言葉を投げ掛けられました。両親もこの商売を始め

る時に身内から、縁を切る！と言われたそうです。で

も父は、いずれそんなことを言わない時代が来る！汚

い物を扱うが、キレイにお金を使えば良いんや！と言

っていました。私はずっと恥ずかしく思っていました

が、今となると時代に左右されず、良い商売をやって

くれたなぁーと思っています。おかげ様で父が 47 歳

で亡くなってから 31 年たった今も、何不自由なく暮

らせております。が！両親に大切にしてもらい過ぎて、

世間知らずな為に私はよく暴走してしまします。常識

はわきまえているつもりですが…私の常識は世間の

常識とは違うのだと最近気付きました。普通の人とは

感覚が違うのです。女性らしくなく、母親らしくなく、

可愛げもなく、知らぬ間に私は、女性としてではなく、

経営者になるように教えられ、育てられたのだと思い

ます。 

経営者として、どうすることが正しいか？人として、

どう生きれば道をあやまらずに正々堂々と王道を歩

めるか？日本人としての魂を忘れてはいけない！と

か、考えてしまします。お笑い好きの子供達からはオ

ッサンか!?とか、武士道か!?右翼か!?とか突っ込まれ

ますが。時代が時代ならば軍人や武士かも知れないと

感じます。親の願いむなしくまだまだ未熟者ですが、

このような立派な方々がいらっしゃる海南東ロータ

リークラブの一員に迎えて頂き人生の先輩、商売の先

輩の皆様から【学ぶチャンス】を与えて頂いたことに

感謝し、光栄に思います。ありがとうございます。誘

ってくださった小椋会長にも感謝しています。ありが

とうございます。会長にはいつも心配をかけています

が、顔を潰さないように、暴走に気をつけます。こん

な生意気な若輩者ですがどうぞ今後ともヨロシクお

願いいたします。ご静聴ありがとうございました。 

 

９.閉会点鐘 

 
次回例会 

第 1759 回例会 25 年 9 月 2 日(月) 
海南商工会議所 ４F 19：00～ 

夜間例会 新入会員 綛田 さよ志 さん 歓迎会 
 
 
 
 
寺下  卓 君  先週は欠席し、ゲスト卓話で赤松

支店長にお世話になりました。 

宮田 貞三 君  やっと雨が降りました。キュウイの

水遣りを休めました。 

柳生 享男 君  久しぶりの雨で庭の植木、花が喜ん

でいました。 

小椋 孝一 君  8/24（土）米山奨学生のシャチル君、

阪口さんと高野山に行きました。一

の橋から奥の院まで往復歩いてき

ました。約 1時間かかりました。 

綛田 さよ志君  本日、スピーチさせていただきます。

よろしくお願い致します。 

那須 正志 様  御見舞有難うございました。お陰様

で元気になりました。 

親睦委員会   委員会の兼親睦会の剰余金です。 

会報委員会    委員長 ： 岸 友子    副委員長 ： 田中 祥秀   委員 ： 角谷 太基 朝井 修 土井 元司  吉田 昌生


