
 
 
 
 
 
 
 

第 1761 回例会  

平成 25 年９月 30 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話 「最近思うこと」 柳生 享男 君 
 

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 37 名 

  出席率 72.55％ 前回修正出席率 68.63％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆様こんにちは、暑さ寒

さも彼岸までと言いますが

朝夕めっきり涼しくなって

きました。風邪など引かな

いよう体の体調管理に気を

付けて下さい。 

昨日、ロータリーのＫＦ

会ゴルフコンペに出席下さ

った会員の皆さん、ご苦労

様でした（成績は？） 

昔から、「天高く馬肥ゆる秋」ということわざがあ

るように秋の季節は食欲の秋であり、またスポーツの

秋でもあります。ゴルフでは 10 月に年に一度の各ゴ

ルフクラブの、クラブ選手権又シニア選手権がありま

す。出場される方は頑張ってください。 

さて、私事で恐縮で御座いますが 7 月 21 日（日）

国木原ゴルフクラブの 15 番ホール ショートホール

においてホールインワンをしましたので会員の皆様

に心ばかりの記念品で御座いますがもらって頂けれ

ばと幸いに思います。 

今回の卓話は、会員の柳生さんの卓話になっていま

す。よろしくお願いします。 

また、慶弔規定を一部変更していますのでよろしく

お願い致します。H25 年 10 月 1 日より適用します。 

「天高く馬肥ゆ」は中国北西部の農民の諺で、秋に

なると馬に乗って略奪に来る蒙古人を恐れていた。 

夏の間放牧していた馬が、たっぷり草を食べて肥っ

てくる秋のころになると、農民たちは蒙古の襲来に対

する警戒心を呼び起こすために、馬声湯を引用したと

伝えられている。 

ところで、秋になり馬や牛、鶏などが肥えるのは好

ましいことだが、人間も太る傾向がある。実りの秋に

は新米や、さつま芋、果物類梨、ぶどう、柿、栗、り

んご、みかんなどの糖分たっぷり、小松菜、大根、き

ゃべつ、魚類ではサンマ、イワシ、サケ、サバなど秋

の味覚が食欲を誘う。更に、秋は気温の低下とともに

湿気の低下と空気も心地よく夏バテからも回復する。

一年中で最も良い季節である。秋は日が短くなり、地

面が冷えてくる、そして、大気の状態が安定し、強い

風も吹かない。また、台風や秋の長雨の後で、地面は

湿っていて、ちりやごみが立ちにくくなっている。こ

のため秋の空は、一年のうちで一番澄んで青く見える。 

この次に冬到来、春、夏の順で空が変化する。きれ

いな大気を大切にしたいものである。空は澄み渡って

晴れ、馬が食欲を増し、肥えてたくましくなる秋。秋

の好時節という言葉です。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

有田ＲＣ 10 月 24 日（木）→ 10 月 24 日（木） 

（ローテーションデーのため） 

有田市児童通所支援事業所 さくらんぼ 

（有田市宮原町） 

                                                     

和歌山西ＲＣ 10 月 30 日（水）→ 10 月 27 日（日） 

地区大会参加のため 

「ビッグアイ」 

○休会のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ １０月９日（水） 

粉河ＲＣ     １０月３０日（水） 

海南西ＲＣ   １０月３１日（木） 

○１０月ロータリーレート 

１＄＝１００円 

 
６．委員会報告 
○国際奉仕委員会       委員長 桑添 剛 君 
台湾訪問の締め切りをしたいと思います。参加して

いただける方は至急、申し出てください。 
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７．会員卓話    「最近思うこと」 柳生 享男 君  

皆さんこんにちは。久

しぶりに卓話させて頂

きます。 

私はこの様な所で話す

のが大変苦手ですが、い

ましばらくご辛抱願い

ます。 

今日は3点についてお

話させて頂きます。最近

のゴミについてのマナ

ーです。 

①キャンプ場でのマナー②道路にゴミポイ捨て③大

人から子へ 親から子へ まず、①番目のキャンプ場

でのマナーについて、最近のキャンパーは自分の出し

たゴミの処理をしない人が多いです。キャンプ場での

マナーとしては最低限自分の出したゴミは持って帰

る。また、自分がキャンプ場に来た時より帰る時はキ

ャンプ場を綺麗にして帰るが最低限のマナーです。

（私は約 40 年前からここ最近までキャンプをしてお

りました。当時では、アウトドアは、まだ今みたいに

誰も彼もキャンプをしていませんでした。私にキャン

プ（アウトドア）を教えてくれた先輩は、まず、最初

にゴミの持ち帰りと帰るときには来たときより清掃

して綺麗にする事を教えてくれました。この事は子供

達にもまた一緒に行った友人達にも実践するように

促しました。この様な些細なことでも自分がキャンプ

場に着いた時には気持ちよくキャンプを楽しめます

し、一人ひとりが注意すればキャンプ場の使用料のア

ップ、そしていろいろの禁止事項等の制約が無くなり

もっと楽しいキャンプが出来ると思います。また特に

注意したいのが子供連れの人達です。大人がゴミをそ

のままか、キャンプ場の隅に平気で置いて帰る。子供

達はその様子を見ていてまあキャンプってこんなも

のかと感じるでしょう。今度子供たちがキャンプに行

った時にはたぶん同じ事をするでしょう。皆さん方に

はこの様な事は無いと思いますが今ひとつキャンプ

に行った時には子供、お孫さんの為にも模範を示しま

しょう。 

次に②道路にポイ捨てです。最近、車の窓からゴミ

のポイ捨てがひどい。特に高速道路の出口付近、信号

のある交差点等にレジ袋に入ったままで捨てている

のを皆さんも目にするでしょう。この事も先ほどのキ

ャンプ場のマナーと同じで、子供が乗っているのに平

気で捨てるのを目撃すると愕然としますよね。それを

見た子供はまた同じ事をする。子供にとってもまた道

路の無駄な維持費がかかりよい事はひとつも無い。 

最後に③大人から子へ。この夏の高校野球で優勝し

た前橋育英高の荒井監督の話ではこのチームは毎朝

野球部員が道路のゴミ拾いをするそうです。この事は

応援してくれる皆さんへの感謝とそして一番大事な

ことはゴミを拾うことでゴミを捨てないという心を

持つことだと言っていました。 

もうひとつ、この 9月 1日付の朝日新聞の「声」と

いう欄にこの様な記事がありました。 

 朝日新聞の声欄(2013/9/1)「ゴミ自分で始末心がけ

よう」主婦 鈴木 啓子（三重県 ７６） 

17 日に熊野大花火大会（三重県熊野市）を見に行

きました。車で訪れた前回は渋滞で困ったので、今回

はＪＲを利用しましたが、熊野市駅に到着して驚きま

した。駅前は人であふれていました。道路にも空のペ

ットボトルなどが転がっていたり、街路樹にはごみの

袋もぶら下がったりしていました。民家の庭先までゴ

ミが多く置かれていました。ゴミは市職労が中心とな

って地元のボランティアの人たちが始末するそうで

すが、花火大会の翌日は大変だったと想像します。 

食べてしまえば当然、量も少なくなるのでゴミの持ち

帰りは簡単だと思うのですが、捨てる人はそうは考え

ないのでしょうか。自分が持ってきたものから出たゴ

ミは、自分で始末するように心がける人が増えること

を願うばかりです。 

この様に我々がひとつでも気をつけることで子供

も基本ルールを身に付け社会が明るくなればと願う

ばかりです。つたない話で申し訳ありません。ご静聴

ありがとうございました。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1762 回例会 平成 25 年 10 月 7 日(月) 

海南商工会議所 ４F 18：30～ 

お誕生日・ご結婚のお祝い 
 

 
 
 
 
柳生 享男君  ＫＦ会の皆様、昨日はありがとうご

ざいました。本日は、卓話させて頂

きます。よろしくお願いします。 

大谷 徹 君  ＫＦ会お世話になり、ありがとうご

ざいました。楽しい１日でした。 

小椋 孝一君  ロータリーの皆様ごぶさたです。 

寺下 卓 君  昨日、海南市ソフトボール協会の 

会長旗大会で優勝しました。 

谷脇 良樹君  平尾会の残金です。 

田中 祥秀君  本日の卓話、楽しみにしています。 

角谷 太基君  柳生さん、卓話楽しみにしています。  

中西 秀文君 

山田 裕之君 

理事会     ９月度理事会の残金です。 

        
 
地区大会 
 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 

 

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


