
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1777 回例会  

平成 26 年 2 月 24 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 51 名 出席者数名 28 名 

  出席率  56％ 前回修正出席率 66％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん､こんにちは今日の会員

卓話は谷脇良樹さんです、皆さん

ご静聴よろしく御願いします。 

  去る 2月 16 日（日）第 13 回和

歌山県市町村ジュニア駅伝大会

において、当地区内海南市２位､

紀美野町８位と大健闘してくれ

たことに愈感謝と敬意表したい

と｣思います。ご苦労様でございました。 

さて、昨年､亀田製菓(本社：新潟市)の企画で「柿

の種」と一緒に食べると相性の良い食材全国１位に和

歌山県産のブドウサンショウが選ばれた｡ 昨年 7 月

から 9 月にかけて、「亀田の柿の種」と最も食べ合わ

せの良い食材を全国 47 都道府県から探す「亀田の柿

の種の婚活」花嫁投票企画を実施。ウェブページと

Facebook ページで投票を受け付けたところ、最大得

票数となったのが和歌山県特産のぶどう山椒。ぶどう

山椒はピリッと辛く、山椒特有の爽やかな香りが強い

のが特徴。実が大きく、ぶどうの房のような形で実る

ため、その名がついた。今回の「亀田の柿の種ぶどう

山椒」では、その爽やかな風味と深みのある旨さを最

大限引き出すため、二度掛け製法で仕上げ。口に入れ

た瞬間にふわっと爽やかな香りが広がる。同時にピリ

ッとした辛みがアクセントとなり、ほんのり甘いピー

ナッツとも相性抜群だそうだ。 主産地である有田川

町、紀美野町には、大変喜ばしい事です。柿の種と最

も相性の良い食材を全国から選ぶ婚活企画は昨夏、実

施された。インターネットで投票を受けたところ、最

多得票となったことにより、同社は今月から。ブドウ

サンショウ使った「亀田

の柿の種ぶどう山椒」を

４月末まで期間限定で

販売するそうです。 是

非、皆さんもご賞味して

診て見ては、如何ですか。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山西ＲＣ  3 月 19 日(水)→ 3 月 20 日(木) 

18:00～ダイワロイネットホテル 

 レストラン「サンクシェール」 

○休会のお知らせ 

 和歌山西ＲＣ  3 月 12 日(水) 

○３月ロータリーレート 

 １＄＝102 円 

 
６．会員卓話                 谷脇 良樹 君 

今回は、寺下委員長の要請で唯一のプログラム委員

としての責任を果たす意味での卓話になりました。私

に話をできるのは、ゴルフか地区

の事しかありません。私の方針で

会長時代でもゴルフの話はしな

いつもりでやってきましたが。本

日は、その話を少しさせてもらい

ます。和歌山南ＲＣに、信川さん

と言う方がおられました。もう故

人ですがこの方は、生涯 3,000

ラウンドを達成したと言うこと

で、もうだいぶ前ですが「ロータリーの友」に掲載さ

れたことをご記憶の方もあると思います。 

  私もこの方と１、２度ご一緒したことがあります。

決して上手いプレイヤーではありませんでした。しか

し、一人でも誰とでも廻る方で、その積み重ねが

3,000 回になったのだと思います。一口に 3,000 回と

言うけれど、年 100 回で 30 年、50 回で 60 年ですか

ら、時間はもとより、体も達者でないとだめです。 

  そこで、自分自身も、勘定をしてみたら、昨年の末

で、2,100 回そこそこです。昭和 45 年に、クラブを

握って、その問、あまりやれなかった年もあるので、

実働 43 年として、年平均で 50 回弱、今のペースであ
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れば、腰や指やロータリーもありで予想すれば、あと

30 年はかかるとおもうので、自分としては、3,000

回は、無理と判断していますが、ゴルフの上手い、下

手とかではなく、そこまで打ち込んだことには、以前

から、気になっておりまして、機会があればで、今日

は話をさせてもらいました。晩年は、その達成に、ゴ

ルフ仲間が色々と協力をしたと聞いており、和歌山南

クラブのゴルフ同好会も尽力したと言うことです。き

れいなゴルフで、愉快な、楽しい時間をもたらすプレ

イヤーになることも、長くゴルフを続けられる秘訣の

大切な要因だと、今更ながら思う昨今です。実は、２

年まえに、和歌山カントリーのハンディーキャップ委

員長を拝命してお

ります。本当に色々

と話せないような

ことが舞込んでき

ます。ゴルフは、本

当に奥の深いスポ

ーツです。ゴルフを

やっていてよかっ

たと言はれることをまず願います。若い世代の方々に

も、もっとやってもらってオリンピックでも、あるの

ですから、何故なら、私は、このままでは、ゴルフと

ロータリーは衰弱すると思うからです。そのようにな

らないように皆さん頑張りましょう。 
 

７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1778 回例会 平成 26 年 3 月 3日(月) 

海南商工会議所 ４F 18：30～ 

お誕生日・ご結婚のお祝い 
 

 
 
 
 
谷脇 良樹 君 本日卓話をさせて頂きます。 

 大谷 徹 君 谷脇さん本日、卓話ご苦労様。 

 
 
 
 

感謝の意を伝える機会 

ロータリー財団の「認証」 
「ポール・ハリス・フェロー」や「ベネファクター」

という言葉を聞いたことがあると思います。これは何

のことだと思いますか。寄付の種類と考えている方も

意外と多いようですが、「ポール・ハリス・フェロー」

や「ベネファクター」は寄付の種類ではなく、ロータ

リー財団の「認証」を表しています。 

 「認証」とは寄付額がある一定の額に達した個人に

感謝を表すもので、認証されるとピンや認証状などの

「認証品」が贈られます。今では寄付の記録に基づき

自動的に認証され

るので、特に申請の

必要はありません。 

最初の「認証」は、

ロータリーの創立

者ポール・ハリスを

たたえ 1957 年に設けられた「ポール・ハリス・フェ

ロー」で、「認証品」にはポール・ハリスの肖像が描

かれています。現在、世界で 130 万人以上が「ポール・

ハリス・フェロー」になり、寄付の種類や寄付額によ

って認証の種類も増えてきました。例えば、年次基金

やポリオ・プラスに 1,000 ドル寄付すると「ポール・

ハリス・フェロー」になりますが、さらに寄付額が大

きくなると「マルチプル・ポール・ハリス・フェロー」

や「大口寄付者」となります。また、恒久基金に 1,000

ドル以上寄付すると「ベネファクター」になります。

他に、クラブを表彰する「100%財団の友クラブ」や「毎

年あなたも 100 ドルを（Every Rotarian Every Year）

クラブ」のような認証もあります。「100%財団の友ク

ラブ」は一人ひとりが年次基金に 100 ドル以上寄付し

て正会員全員が「財団の友」になったクラブに贈られ、

「毎年あなたも 100 ドルを（ＥＲＥＹ）クラブ」は正

会員全員が年次基金にいくらかの寄付をしてその平

均が 100 ドル以上になったクラブに贈られる認証で

す。 

 「100%ポール・ハリス・フェロー・クラブ」はクラ

ブ会員全員が「ポール・ハリス・フェロー」になった

クラブの認証ですが、これだけは申請したクラブに一

度だけ贈られます。 認証品は認証者にクラブの例会

など公の場で贈呈されることが多いので、寄付者にと

って励みにもなり目標にもなります。あなたもポー

ル・ハリスのフェローになることから始めませんか。 

 

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。 

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


