
 
 
 
 
 
 
 

第 1803 回例会  

平成 26 年 9月 22 日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話 吉田 昌生 君、田中 祥秀 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 48名 出席者数 31名 

  出席率 64.58％ 前回修正出席率 79.17％ 

 

４．会長スピーチ     会長 山東 剛一 君 

みなさん、こんにち

は！広島土砂災害発生

から1ヶ月以上経ちまし

た。1ヶ月で死者 74名の

身元が判明し、一区切り

ついたかのように見え

ますが、まだ行方不明者

がいる可能性もあるた

め、警察や消防の捜索は

続くし、また生活の再建の見通しが立たない被災者

も少なくないそうです。 

ガバナー事務所より見舞金の要請がありました

ので理事会にはかり、五万円を送ることにしました。 

前例を全部だして討議した結果です。 

いつもＩＤＭで理事会への要望として決定事項

の発表をという意見がでてきます。それは、もっと

もな事だと思いますので発表報告しなければなら

ないことは報告していくつもりです。 

もう一つ報告があります。10 月 6 日(月)の夜間

例会に宮崎中央 RCのみなさんが 9～10 名来られる

予定です。出迎え、見送り等の細かい点は中西幹事、

谷脇副会長にまかせていますので、また直前にお話

しがあろうかと思います。 

最後に地区大会への出席よろしくお願いします。 

このあと、吉田昌生さん、田中祥秀さんの卓話が

あります。よろしくお願いします。ありがとうござ

います。 

 

５．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ 10月 1 日(水)→10月 3 日(金) 

18:00～ ニューオータニ東京 

（親睦家族旅行例会） 

10 月 22 日(水)→10月 22 日(水) 

18:30～ ルミエール華月殿 

（和歌山中ＲＣとの合同例会） 

10 月 29 日(水)→10月 29 日(水) 

12:30～ 紀州技研工業 

（職場見学例会） 

和歌山北ＲＣ  10月 6 日(月)→10月 6 日（月） 

19:00～ ルミエール華月殿 

田辺東ＲＣ   10 月 15 日(水)→10月 14 日（火） 

ガーデンホテルハナヨ 

田辺はまゆうＲＣとの合同例会 

和歌山南ＲＣ  10月 31 日(金)→10月 30 日(木) 

18：30～ アバローム紀の国 

（和歌山城南ＲＣとの合同例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ 10月 8 日（水） 

 
６．委員会報告       
○40 周年記念事業実行委員長       宇恵 弘純 君 
  例会終了後に 40 周年記念事業実行委員会を開催い

たしますので、副委員長、部長、副部長は残ってくだ

さい。 
○同委員会祝宴部長        寺下 卓 君 
 今月で各ＩＤＭが終了しますので、記念事業につい

ての祝宴に係るアトラクション等、意見提案があれば、

早めに、寺下、又は角谷副部長に教えてください。 
 
７．会員卓話 
○伝えたい「海南の歴史とロマン、文化のかおり」 

吉田 昌生 君 

藤白王子として世に知られ

る藤白神社から国の重要文化

財である峠の地蔵さん、地蔵

峰寺に到る歴史の道「熊野古

道・藤白坂」は、平成 19年か

ら国、県、市による整備事業

が始まり、20年度に整備報告
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書が作成されまし

た。これを基に国の

史跡指定、世界遺産

の追加登録に向け

て、藤白坂周辺の道

と民有地の境界確

定、所有者の明確化

が必要となり、23

年から 24 年にかけて地籍調査が優先的に実施され

ました。現在藤白王子跡、藤白塔下王子跡の地形図

作成に着手、引き続いて史跡指定対象地域の文化財、

文化遺産についての資料の作成が行われます。そし

て、これら資料、地形図等に添えて県教委の意見書、

所有者の同意書が市教育長から文部科学大臣に提

出され、文化審議会の諮問を経て来年 8月ごろに指

定の承認が官報に告示される予定です。 

そこで、この国史跡指定をより確実なものとし、

地域の活性化に資するために「文化遺産活用地域活

性化事業」を通じて、藤白を核とした具体的な活動

を実施し、魅力ある「海南の歴史とロマン、文化の

かおり」を全国に発信します。そして、全国の人々

をこの地に招き、地域の宝物である文化遺産に光を

当て、それを観ることにより古くて新しい海南の魅

力を発見してもらいます。 

(1)周辺地域の文化遺産(長保寺、善福院釈迦堂、福

勝寺、阿弥陀寺、地蔵峰寺、塔下王子跡、御所の芝、

筆捨て松、硯石、石造宝篋印塔、丁石地蔵、有間皇

子遺跡、藤白王子跡、旧鈴木邸庭園、鈴木屋敷、祓

戸王子跡、浄土時等)啓発のための「藤白講座」を

開催し、実地見学ツアーコース(熊野古道コース、

熊野街道コース、日方街道コース等)を設定する。 

(2)ウェブサイトを上手く使いながら、全国的に情

報発信し、来訪する稀人たちのために、「熊野古道

文化遺産ガイド」を養成する。(3)ガイドマップ『熊

野への道』や『海南市歴史散歩』の刊行。(4)県指

定「藤白の獅子舞」等民族無形文化財の育成。(5)

地域活性化のために活動している他団体との提携。

(6)その他 以上を実施するための予算案とし資料

を作成し、海南市教育委員会を通じて文化庁に提出

する。魅力ある海南市を創る会(仮称)と事務局を藤

白語り部ステーション(藤白神社内)に設置する。 

 

○私の事業活動          田中 祥秀 君 

①スズキタウン海南誕生

と鈴木姓の関わり 

以前、株式会社モダンネ

ゴロという会社をサンコ

ー角谷相談役とご一緒さ

せて頂いた事で地域の活

性などを主に考えるよう

になりその会議の中で鈴

木サミットをするがスズ

キ自動車の鈴木修会長を呼べないかと言われ私も

車屋ですからネットワークを駆使し来和していた

だける様になりサミット＆フォーラムが無事終了

いたしましてそこからまた物語が始まりましてサ

ンコー角谷相談役に海南にスズキ自動車の看板が

あらへんやんかと言われ偶然にも現在やらせて頂

いてる場所の持ち主から連絡が入り購入する運び

となりベルッド㈱・スズキタウン海南が誕生する事

となりました。現在では鈴木にまつわる事や海南市

の観光マップや和歌山県の PR するものなど沢山の

資料など展示し海南の一つのロードマップ的にな

るようにやらせていただいております。 

②電気自動車事業 

スズキ自動車の看板を揚

げながらもう一方では地域

の活性を目的とした電気自

動車(超小型モビリティー)

事業にも参加させて頂き 11

月位から海南市で日本第一

号車が走るようになります

のでご期待下さい。 

新しい光ものを観せていきますので宜しくお願い

します。ご清聴ありがとうございました。 

 
８．閉会点鐘 
 

 
 
 

深谷 政男 君 先日のＰ．Ｐ会欠席してすみません。 

吉田 昌生 君 久しぶりに卓話をさせて頂きます。 

田中 祥秀 君 聞きづらい事もあると思いますが、

本日の卓話、宜しくお願い致します。 

山東 剛一 君 ＳＡＡの山田君のご長男誕生、おめ

でとうございます。 

本日の卓話の吉田さん、田中さん 

宜しくお願いします。 

大江 久夫 君 ＩＤＭ ２組の残金です。 

宮田 敬之佑君 Ｐ．Ｐ会の残金です。   

山田 裕之 君 子供が無事に出産しました。敬老の

日のイベント中に連絡が入り、すぐ

に駆けつけました。お祝い有難うご

ざいます。 
 
 

次回例会 
  第 1804 回例会 平成 26 年 9 月 29 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話  平尾 寧章 様 
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