
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1786 回例会  

平成 26 年 4 月 28 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 50 名 出席者数名 34 名 

  出席率 68 ％ 前回修正出席率 92 ％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん、こんにちは。昨日

地区研修・協議会に山東エレ

クトはじめ、担当部門会議に

出席された皆さんご苦労様で

した。また、今日の会員卓話

は宮田貞三さんの卓話です。

ご清聴よろしくお願い申し上

げます。 

さて、明日 29 日(火)は生石高原の山開きが有りま

す。紀美野町と有田川町にまたがる県立自然公園の生

石高原（標高 870 メートル）で本格的な行楽シーズン

を前に山開きが行われます。県立公園生石公園観光協

会主催により、午前 11 時から式典があり、登山者ら

の安全を祈願する神事、テープカット、乾杯でシーズ

ン到来を告げる。春から夏にかけては関西の避暑地、

秋には広大なススキ草原として知られる高原、当日は

午後 12 時 30 分から地元グループによる太鼓演奏、午

後 1 時 30 分から餅まきが企画されています。会員の

皆さん時間があれば、是非お越し下さい。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ  ５月８日（木）→ ５月８日（木） 

12:30～ 熊野ＲＣ（他クラブ訪問例会）                                          

○休会のお知らせ                                  

 海南ＲＣ    ４月３０日（水）  

 那智勝浦ＲＣ  ５月 １日（木） 

 海南西ＲＣ   ５月 １日（木）   

和歌山中ＲＣ  ５月 ２日（金） 

○５月のロータリーレート 

１＄＝１０２円 

 
６．委員会報告 
○親睦活動委員会     委員長 上野山 雅也 君 
 5 月 18 日（日）家族例会を淡路島方面で企画して

います。参加よろしくお願いします。 
 
７．会員卓話             宮田 貞三 君 

  小椋会長、残り 2ヶ月です。

頑張って下さい。会長スピーチ

も大変ですが、キウイ作りも大

変です。キウイは 11 月に収穫

して 12 月は肥料やり、1月・2

月は剪定。3 月、4 月は、キウ

イの棚の直し、剪定した枝を集

めて細かくチップにする作業、

5 月は草刈り、6 月は受粉・摘

果、7 月はフルメット付けと草刈り、8 月と 9 月は水

やり、10 月は草刈りと 1 年間休みなく作業が待って

います。しかし、珍しい出会いもあります。イノシシ、

ハビ、アライグマ、タヌキ、ハクビシン等いろいろ捕

れ、昨年は 60kg のイノシシ捕れました。今年は箱の

置き場所を変えて大きいイノシシが捕れるのを楽し

みにしています。 

キウイ作りを始めてから 4年経ちますが、農業をす

るのは初めてでした。その年剪定は 2月までに終わる

ように言われていたのに 4 月になっても剪定が終わ

らず残りました。摘果も隣の畑が摘果しているのを見

て摘果を始めましたが、摘果のできない木もあった。

夏、水やりのタイミングがわからず、葉が丸くなって

落ち出してから水やりをしたが枯れた木も出ました。

後手、後手と回った

1 年でした。近頃や

っと仕事の段取りが

わかってきて、前も

って準備が出来るよ

うになりました。作

業が遅れると木が弱

り元にもどすのに大

変な時間と労力がか
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かります。 

昨年は特に、地球温暖化の影響か 7 月・8 月・9 月

日照が続き、池の水が干上がりました。これ以上に温

暖化が進むと和歌山の特産のみかん・柿も作りにくく

なり、高温に強い果物に転作す

る必要にせまられる。キウイは

特に水をほしがる木で夏は毎日

水やりがかかせません。 

ロータリークラブが支援した

環境保全の大切さを実感しまし

た。環境保全事業は続けてほし

い。キウイの畑は北野上の下津野に 4 反、阪井に 4

反あります。阪井の 4反は、昨年収穫の時から一峰会

に渡しました。下津野の 4反は一枚の畑でキウイが一

面に植わっています。日当たり、風通しが良い畑です

が樹勢の悪い木が多くあります。阪井は 1 反ずつ 4

枚に分かれていてその間に槙の木が植わっています。

槙の木はキウイにとって日当たりも風通しも悪くす

るじゃまな木ですがその方がキウイの樹勢が強いの

です。種類の違う木が混じって植わってある方が互い

に刺激し合って木の勢いが強くなる。 

ロータリーもそうです。同じ意見の人ばかり集まっ

た同好会ではロータリーは大きくも強くもなれない。

いろんな意見の人が集まってこそ強くなるのです。 

今、地区で意見の違いが出てクラブでストレスがたま

っている状態です。意見の違いが話し合い、最後はロ

ータリーの寛容の精神と大人の度量で受け入れ、スト

レスをバネにしてより強い地区にしてほしいと望ん

でいます。 

我家の嫁は、花壇の花に毎日キレイに咲いてネ、美

しく咲いてくれて嬉しいわと声をかけると声かけし

た花は声を聞いて頑張ってキレイな花をつけてくれ

ると言う。キウイもいっしょだ!!毎日キウイ畑に行っ

て大きくなってネ!!美味しくなってネと言って!!そ

うするとキウイもこたえてくれるからと。私は嫁に毎

日声かけをしてキウイ畑に行くよう言われています! 

ロータリーもそうです。毎週の例会に出席し、皆と顔

を合わせ、声をかけあい、親睦を深めることが大切で

す。ロータリーは出席が第一です。出席率の向上は、

まず奥様からロータリーへ出席するよう声かけして

もらうのが良い。 

農作業を始めてから 8 時ごろ寝るようになりまし

た。そうすると朝の 2時頃に目が覚める。嫁も寝静ま

った一人の時間です。誰にもじゃまされない自由な男

の時間。好きなビデオを毎晩こっそり一人で見る至福

の時間！囲碁のビデオは、10 秒、20 秒、1、2、3 お

待ちくださいと秒読みするのでビデオをつけたまま

すぐ又寝てしまいます。 

囲碁は今、中国・韓国では大人気で、子供たちの間

でも流行っています。特に韓国は熱心で集中力を高め

るのに学習塾より囲碁の塾へと子供達が通っていま

す。私の友達の子供が小学校 4年生から囲碁を習い始

めました。動機は、囲碁で和歌山県代表になったら高

校は推薦で入るからと。和歌山では囲碁をする子供は

少なく 2 勝すれば県代表になれました。彼は中学校、

高校でも囲碁を続け、ネット碁を打つようになり、

後々コンピュータにも興味を持ちその子は大学は阪

大の理工学部に合格しました。子供さん、孫さんを阪

大へ行かせたいと思う方は、囲碁が良いようです。 

なんたって阪大ですから、早速合格祝いを持ってお祝

いに行きました。私はてっきり囲碁のおかげで阪大の

理工学部へ合格できたと言って喜ぶと思っていまし

たが、息子に医学部に行ってほしかったのにと言われ

ました！子供さんを医学部に入れたい方はやはり囲

碁よりもアクセス総合学院をお勧めします。 

囲碁は初手から終局

まで考えると 10 の 360

乗の局面があるそうで

す。膨大な数です。これ

だけ膨大な打ち方があ

ると打つ人によって考

え方性格が違うので、打

つ人の性格がゲームに

出ます。囲碁は一局打ち終えるまで膨大な局面が考え

られる。よってミスをしないで一局を終わることは出

来ない。囲碁はミスするゲームとも言われるし、ミス

をしても辛抱して打っていれば必ずチャンスが来る

とも言われています。碁は人生にたとえられます。 

オセロ・チェス・将棋はコンピュータが勝つ。囲碁

は人間の方がコンピュータより強い。スゴイことです。 

私は当クラブの囲碁仲間と囲碁を通じて親睦をはか

っていました。その時の思い出話をしたいと思います。 

岸さんのお父さんとは、仕事中の事務所へ訪ねて何度

も対局しました。岸義郎さんは、軍隊で戦線へ行く途

中夜中に列車が曲阜の町で止まった。戦争が終わって

平和になったらこの町を訪ねてみたいとその時思っ

たと話されていました。休みを利用して中国へ、曲阜

へ奥さんと旅行されるようになり、中国で緑色の碁石

を買ってこられました。その緑の石で碁を打ったのが

思い出です。緑の石で打つと白黒の石と違い、局面を

見ると優しく感じられました。 

岸さんは、いつも冷静に堅実に打つ方でした。中盤

にかかると、お仕事では中間決算といいますが必ず形

勢判断をする方でした。先日、岸友子さんから思い出

の碁盤をいただきました。岸さんのように私も冷静な

碁を打つようにします。塚本義信さんとは、自宅へ伺

って碁を打たせてもらいました。床の間に上がらして

もらって碁を打ちました。碁を打ち始めると、奥さん

がお酒を持ってあらわれ、碁を打っている二人の横に

座り、お酌をしてくれるのです。お酌をしてもらって

碁を打つというのは、後にも先にもこれが初めてで一

番の思い出です。どのような碁を打ったのか、勝った

のか、負けたのかまったく覚えていませんが、お酒は

ほとんど私が飲んでいたような気がします。塚本さん

の奥様、その節は大変ご迷惑をおかけしました。 

ネット碁で強くなったのが、今プロ棋士界で No.1

の井山裕太名人。日本の 7大タイトル戦の内で 6冠を

取っています。アジア早碁選手権で 17 年ぶりに中国



の代表、韓国の代表に勝って優勝しました。 

林孝次郎さんもネット碁専門です。碁はネットで打つ

だけ。そうすると碁盤、碁石はいらなくなります。林

さんのような方が増えてくると碁盤、碁石、日本棋院

の免許制度等の日本の囲碁文化も変わってなくなっ

てしまうかも！ 

林さんとはやはりネットで打ちました。初めて打っ

たときは、クラブでお会いする人柄通りの棋風でつき

あいのよい丁寧な打ち方でした。2回目に打った時は、

全体の形勢を見て、まずじっくりと自分の石を強くし

てから相手の石を攻める。大きい所を先手で打つよう

になっていました。ネット碁で益々強くなられていま

す。田村健治さんは桃太郎がそのまま大人になったよ

うな方でした。碁もその通りでした。碁を打ち始める

と常時ひとり言を言いながらよくぼやくのです。そこ

へ打つの!!困るじゃない!!アレ私の石が死ぬのとち

がう!!等々正直に今考えていることを口に出します。

（碁では相手の石に囲まれて取られるのを死ぬと言

います）彼は職業柄、たとえ碁であっても石が死ぬこ

とを嫌いました。相手の石と攻めあいになるとぼやき

ながら田村さんは用心深く生きる手を一番先に確認

します。その時、主治医を頼むなら彼だと確信しまし

た。会心の碁が打てた時は、記念にデジカメに撮った

り、負けた碁は家に帰ってから始めから打ち直し、検

討したりプロ棋士に手直ししてもらったりと碁も大

好きで研究熱心な方でした。昨年の突然の出来事はと

ても残念でなりません。山本敬作さん。彼が設計した

本棚をロータリーで海南駅に寄贈しました。内海の特

産であった和傘をモチーフにした作品です。現在古い

本が多いので新刊書を補充できればよいのに!彼は体

型は林さんに似て痩せ型でしたが碁はまったく違っ

て山本さんは相手の打った石には見向きもせず想像

力豊かに自分の石を大きく構え大模様を広げます。 

大型の建物を建てるように個性が強い碁を打たれま

した。一方いろいろと心遣いもされる方で、私にもお

客様を紹介してくれました。岡田雅晶さん。クラブで

はいつも笑顔を絶やさずいやみな事は言わず、頼まれ

たクラブの役は断らない。人徳があり、最高のロータ

リアンでした。私とはまったく正反対の方です。碁は

やさしい碁を打つのか、それとも厳しい碁なのか、長

年打ってもらうのを楽しみにしていました。やっとそ

の機会が来ました。対局してみて岡田さんは石を包み

込むように弾力性のあるやわらかい手を打ってきま

す。私は彼が打った石の狙いがわからないまま対局は

終わってしまいました。わかったことは岡田さんが強

すぎたということでした。 

私の棋風は、岸さんのように冷静に、山本さんのよ

うに大模様に、林さんのように大局を見て岡田さんの

ように包み込むようなやわらかい手を打つように心

掛けています。しかし、いざ碁盤の前に座って石を持

つと相手の石をはねる手、切る手、除く手、さいて出

る手、押え込む手、あげくは何とか殺す方法はないか、

激しい手ばかり考えています。こんな私の棋風は皆か

ら好かれないようです。なぜなら私が会長の年度に、

岡田さん、塚本さん、山本さんが退会されました。 

ロータリーとキウイについて本日の結論です。キウ

イ作りを始めてから好きな碁を打つ時間もありませ

ん。どうか次年度の会長さん、幹事さん、キウイを作

っている間はロータリーの役をお休みさせて下さい。

お願い申し上げます。 

 

８．閉会点鐘 
 

次回例会 

第 1787 回例会 平成 26 年 5 月 12 日(月) 

海南商工会議所 ４F 18：30～ 

【夜間例会】 お誕生日、結婚記念日のお祝い 
  

 
 
 
山東 剛一 君  昨日の地区協議会、懇親会、ご出席

の皆様ご苦労さまでした。 

柳生 享男 君  昨日 地区研修・協議会参加の皆様 

ご苦労様でした。 

谷脇 良樹 君  昨日の地区協議会山東エレクトあ

りがとうございました。長い一日で

した。  

中西 秀文 君  昨日、山東さんお世話になりました。 

小椋 孝一 君  地区協議会 欠席しました。 すみ

ません。 

重光 孝義 君  昨日地区協議会欠席しました。すみ

ませんでした。 

寺下  卓 君  欠席ばかりですみませんでした。地

区協議会も欠席で済みません。 

宮田 貞三 君  お願いの卓話です。よろしくお願い

します。 

魚谷 幸司 君  昨日地区協議会では、清楚で行かな

ければ、ならないのにゴルフ帰り      

みたいな格好で行ってしまいまし

てすみませんでした。 

ＩＤＭ５組   ＩＤＭの残金です。 

宮田（敬）・楠部、谷脇、平尾 君 

  先日の残金です。 

 
 
 
 
 

庭先の「小さな図書館」 
読書を愛した亡き母への想いから 

 「小さな図書館」とは、ニューヨークタイムズ紙が

「世界的な運動」と呼び、日本でも話題になった本の

貸し出し運動です。参加者は、鳥小屋のような、小さ

な箱を庭先や勤務先に設置して、通りがかった人に無

償で本を提供します。本を読んだ人は、別の本を“お

返し”することができます世界50カ国以上に広がった

この運動は、ウィスコンシン州の小さな町ハドソンで



始まりました。考案者は、ロータリー会員のトッド・

ボルさん。読書をこよなく愛した母親への想いから、

家の庭先に小さな図書館を設置しました。 
 書家だけで

はなく、多くの

人が参加でき

る活動だとボ

ルさんは話し

ます。例えば、

アーチストが

小さな図書館

のデザインを考え、職業訓練として刑務所の服役者が

それを組み立て、地域社会への恩返しとして企業が図

書館を設置する、といったことも。世界各地のロータ

リークラブやローターアクトクラブも参加しています。

参加者の多くは、自らの手で小さな図書館を作ること

を選びますが、既製品を購入することもできます。収

益は、運営費や識字プログラムの費用に当てられます。

詳しくは： www.littlefreelibrary.org 
ひとりの行動が、地域社会を育む活動に 

2009年に最初の小さな図書館を設置してから間も

なく、ボルさんは、地域発展を専門とするリック・ブ

ルックさんと出会い、共同で非営利団体「Little Free
 Library（小さな図書館）」の運営を始めました。最

初は自分たちで小さな図書館を作っていましたが、注

文に追いつけなくなったため、アーミッシュ（現代技

術を用いずに生活する人たち）の職人を雇うことに。

さらに噂は広まって、2012年8月には2,510箱の小さな

図書館が設置されました。 
今日、ボルさんとブルックさんは、「人と人との関

係を築き、読み書きする力を伸ばし、隣人同士の会話

を促す」ことに力を入れています。また、全米退職者

協会（AARP）とパートナーシップを結び、高齢者の

ための施設に小さな図書館を設置、地域住民を交えた

ふれあいの場を作っています。 
「小さな図書館」を世界に 
「私とシャベルがあるだけじゃ、小さな図書館を普

及させることはできない」とボルさん。非営利団体「小

さな図書館」は、アフリカの地域社会や、公共図書館

がない米国の町で図書館を設置する取り組みも行って

いますが、そこで、ロータリアンが大きな力となりま

す。「ロータリアンが力を出し合えば、2カ月でもっと

多くの町に小さな図書館を設置できる」ボルさんは、

そう信じています。一例として、米国インディアナ州

のフォートウェイン・ロータリークラブは、2015年の

クラブ創設100周年を記念して、小さな図書館100箱の

設置に取り組んでいます。最初の箱を設置したときに

地元紙で活動紹介をしたところ、1時間で6件もの設置

を希望する申し出を受けました。設置にかかる費用は

クラブが支払い、その代わりに、クラブ名を箱に表示

させてもらいました。「驚くほどの反響があった」と

クラブ会員のキャンデース・シューラーさんは振り返

ります。2013年11月、非営利組織「小さな図書館」は、

全米図書協会から全米図書賞を受賞。共同運営者のボ

ルさんとブルックさんは、その年の「Movers and Sh
akers（最も大きな影響を与えた人）」に選ばれました。 
「つくづく、自分は幸運だと感じる」とボルさん。庭

先に種をまいたら、鳥たちがやってきて世界中に種を

運んでいってくれた。そんな謙虚な気持ちで、ボルさ

んは自らの活動を振り返りました。 
（記事：Diana Schoberg「ザ・ロータリアン」誌201
4年3月号からの抜粋） 
 
ロータリーを通じて知った本当の親善 

ロータリー奨学生 アーティス・ヘンダーソン 
私は、ロータリー奨学生として西アフリカ文学を学

ぶため、セネガルの大学に行くことにしました。 
セネガルに到着してしばらくした暑いある日、私は

友だちからのアドバイスに従い指輪を買うために、街

へ出かけました。細い道を歩いてある宝石店に入ると

年老いた店の主人が半分居眠りしていたので、「銀の

結婚指輪はありますか」と聞くと、老人は、布袋一杯

の指輪をショーケースの上にばらまきながら、どこか

ら来たのかと聞きます。私が「米国です」と答えると、

その老人は前に乗り出し、「じゃ、なぜイスラム教徒

に戦争を仕掛けるのか説明してもらおうじゃないか」

と言うのです。私は、自分でもよく分かってもいない

紛争について説明しようとしました。そして、夫が戦

死したこと、その戦争はイスラム教徒に対するもので

はなかったことも説明しようとしましたが、老人の怒

りは収まりません。私はすごすごと店を出ていくしか

ありませんでした。その頃はちょうど「アラブの春」

と呼ばれた時期で、あちこちで人々が体制に反発して

蜂起し、ダカールでも学生たちがタイヤに火をつけた

り、道路を遮断して抗議行動を起こしていたのです。 
しかし、セネガルでの滞在は私にとって大切な宝物と

なりました。大手の出版社から、夫の死を巡る回想録

を出版したいという要望があり、あの体験を本にする

ことで悲しみを乗り越える機会が得られたのです。 
最初の一か月滞在したホストファミリーはとても温か

い人たちで、おかげでアフリカでの生活に慣れること

ができ、しかも長男のムーサは、私と同じくジャーナ

リスト。とてもいい友人になりました。 
その後まもなくムーサは病気で急死。お葬式で僧侶

が追悼の祈りをささげている間、私は家族と一緒に、

涙が止まらなかったのを覚えています。葬儀から一か

月ほどたったころ、ムーサの家族が食事に呼んでくれ

ました。食後、母親と私は外で一緒に座り、沈黙のま

ま過ごしました。そしてしばらくすると母親が静かに

私の手を取りました。子供を失った母親の悲しみを本

当に理解することは不可能でも、その手から悲しみの

深さが伝わってきました。 
親善というものは、一対一の心の触れ合いから生ま

れるものだということ。その時私は、そのことに気づ

きました。 
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