
 
 
 
 
 
 
 

第 1802 回例会  

平成 26 年 9 月 8 日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

海南西ＲＣとの合同例会 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「我らの生業」 

３．ゲスト紹介     海南 RC  小野田 典生 様 

４．ビジター紹介   和歌山 RC    樫畑 直尚 様 
 

５．出席報告 

会員総数 48 名 出席者数 34名 

  出席率 70.83％ 前回修正出席率 79.17％ 

 

６．会長スピーチ     会長 山東 剛一 君 

みなさん、今日は。先週は

海南西クラブとの合同例会

にご出席ご協力ありがとう

ございました。 

先月は会員増強月間でし

たが、今月以降ももちろん引

き続き会員増強については

よろしくお願いします。IDM

のテーマにもありますし、各分科会でもどうぞよろ

しくお話合い下さい。 

今月は新世代月間です。ロータリーの友 9月号に

のっている RI 会長の言葉をご紹介しておきます。 

ローターアクトやインターアクトで活動してい

る若い人たち、青少年交換学生や RYLA の参加者は

明日のロータリアンです。彼らを応援するというこ

とは私たちの組織全体の未来を応援しているとい

うことにもなります。”と。 

次に地区大会についてですが、10 月 25 日(土)、

10月 26日(日)の 2日間ですが、みなさんに関係の

あるのは 2日目 10月 26日(日)の方だけです、河内

長野市民文化会館(ラブリーホール)での開催とな

ります。できるだけたくさんのみなさんのご参加を

お願いしたいと思います。10月 26日(日)河内長野

市です。参加申し込みは事務局で受付中です。 

最後になりましたが、昨日、柳生君のところに線

香をあげにいってきました。奥さんから皆さまにく

れぐれもよろしくお伝え下さいとのことです。あり

がとうございます。 

 

７．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ  9 月 10 日（水） → 9 月 10 日（水） 
18:30～ 大池荘（貴志川町） 

 観月例会  
高野山ＲＣ 9 月 19 日（金） → 9 月 20 日（土） 

広島市土砂災害募金 
 和歌山西ＲＣ 9 月 24 日（水）→ 9 月 25 日（木） 

18:00～ 割烹「華新」 
 
８．ゲスト卓話     海南 RC  小野田 典生 様 
「小野田 寛郎」逝く 
 みなさん、こんにちは。

本日は、お招きいただき、有

難うございます。私は海南ロ

ータリークラブのメンバー

で、海南市小野田の宇賀部神

社の宮司です。みなさんもよ

くご存知の事ですが、フィリ

ピンのルバング島に 30年間、

戦争が続いていると信じ、任務を続けた元陸軍少尉

小野田 寛郎氏について、お話させていただきます。 

小野田 寛郎氏は私の叔父にあたり、小野田家の

四男として海南市名高で生まれました。旧制海南中

学校時代は剣道選手として活躍。中学校卒業後は民

間の貿易会社の田島洋行に就職し、中華民国の漢口

支店勤務。その後、徴兵によって、和歌山歩兵第

61 連隊に入隊。従軍中に久留米第一陸軍予備士官

学校へ。その後、陸軍中野学校二俣分校入校。昭和

19年 12月に残置諜者および遊撃指揮の任務を与え

られフィリピンのルバング島に着任。その後、終戦

を迎えるが、任務解除の命令が届かなかったため、

30年間、現地に留まり、任務を続けた。昭和 49年

に日本の青年鈴木紀夫氏が小野田元少尉との接触

し、3 月にフィリピンに投降し、日本に帰国した。 

帰国後は、大きく変貌した日本社会に馴染めなか

ったこともあり、半年後、ブラジルに移住して小野
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田牧場を経営する事を決意。帰国後、結婚した妻の

町枝と共に移住し、10 年を経て牧場経営をおこな

った。その後、「凶悪な少年犯罪が多発する現代

日本社会に心を痛めた」として『祖国のため健全な

日本人を育成したい』と、サバイバル塾『小野田自

然塾』を主宰。自らの密林での経験を元に逞しい日

本人を育成するとして、講演会や野営等を行い、高

齢ながらも日本とブラジルを往復していたが、平

成 26 年 1 月 16 日に死去、91 歳の生涯を閉じま

した。 

私は、彼が成し遂げた事で、大きく３つの偉業が

あると思います。1つはルバング島での戦い、次に

ブラジルでの牧場経営、最後に祖国のため健全な日

本人を育成したいと主宰した小野田自然塾や講演

活動です。他人のために行き抜いた人生であったと

思います。 

 

最大なる味方は『笑う』 

「笑う門には福来る」という。 

私はこの「笑う」ことで助けられた。 

慰めも、励ましも、弱気になる時、なった時、支え

になる。 

しかし、それ以上に私の味方になってくれたのは

「笑う」ことだった。 

「笑う」これだけで萎えた心が鼓舞されるのだから。 

「笑う」それは、神・降臨の光なのかもしれない。 

 

９．閉会点鐘 

 
 
 

 
林 孝次郎 君  ビジターの樫畑様、ようこそお出でく

ださいました。 
小椋 孝一 君  ゲストの小野田先生、私の恩師です。

本日、卓話よろしくお願いします。 
塩崎 博司 君 最近は一人で出かれることも少なく

なりました。みなさん、連れて行って

ください。 
山田 裕之 君 子供の出産予定日が近づいています

が、逆子だったので、藤白神社でお祈

りをしました。見事に直りました。ま

た、従業員の子供も同じように直りま

した。 
吉田 昌生 君 最近、若い女性が祈願にこられます。 
山東 剛一 君 海南 RC の小野田様、本日、宜しくお

願いします。 
田岡 郁敏 君 小野田さん、今日は卓話宜しくお願い

します。 
山名 正一 君 小野田様、ご苦労様です。卓話楽しみ

にしています。  
 
 

 
次回例会 
    休  会   平成 26 年 9 月 15 日(月) 

  第 1803 回例会 平成 26 年 9 月 22 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話  吉田 昌生 君、田中 祥秀 君 
 
 
 
 
 

才能ある人材を育てる 
今日のリーダーの大切な役割は、明日のリーダー

を育てること。ロータリーのさまざまなプログラム

や活動を通じて、地域社会やクラブの未来を担う才

能豊かな人材を育てることができます。若者たちが

リーダーシップの力を養うインターアクトとロー

ターアクト、地元の人びとがより良い地域づくりに

参加できるロータリー地域社会共同隊（RCC）、ロー

タリアンとローターアクターが自分のスキルや知

識を生かせるロータリアン行動グループなど、その

方法はさまざまです。 
ローターアクトとは？ 

18～30 歳の若者が集まって、楽しく交流しながら

ボランティア活動を行ったり、リーダーシップのスキ

ルや専門能力を伸ばす場となるのがローターアクト

クラブです。クラブは大学内に設置されている場合と、

地域社会をベースとしている場合があり、ロータリー

クラブのスポンサーの下で結成されますが、ローター

アクトクラブは独自の資金で自主的に運営されます。 
若者がリーダーシップのスキルを磨き、生涯にわた

る友情を築き、社会のために活動する機会となるのが、

ローターアクトです。ローターアクトを通じて若者が

成長できるだけでなく、彼らを支援するロータリーク

ラブにも活気と刺激がもたらされ、奉仕のパートナー

としてともに活動ができます。 
長期的な協力関係を築く 
スポンサーロータリークラブは、ローターアクター

（ローターアクト会員）にアドバイスをしたり、奉仕

活動での協力を通じて、奉仕の大切さを理解した若い

リーダーが育っていくのを目にすることができるで

しょう。 
①一緒に奉仕活動をする 
②クラブや地区の特別行事でローターアクターの貢

献を称える 
③成功したボランティア活動についてローターアク

ターに報告してもらう 
④グローバルシチズン（地球市民）としての責任、創

意工夫を凝らした奉仕プロジェクトといったトピ

ックを話し合う討論フォーラムを開く 
⑤ロータリーを通じて参加できるプログラムや活動

の機会を紹介する 
⑥地区大会でクラブの活動を紹介してもらう。ロータ
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リアンと交流する機会を設ける。 


