
 
 
 
 
 
 
 

第 1815 回例会  

平成 27 年 1月 19 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４階 
お誕生日、結婚記念日のお祝い 

会員卓話 谷脇 良樹 君 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング            「我等の生業」 

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  91.67 ％ 

 

４．会長スピーチ        会長 山東 剛一 君 

みなさん、こんにちは。先

日は 40 周年記念式典、宇恵

実行委員長をはじめ、実行委

員会のみなさん、本当にご苦

労さまでございました。また、

ご出席の会員、ご家族のみな

さま、ご協力ありがとうござ

いました。翌朝、早速、神出

市長よりお電話があり"みなさまにどうぞよろしく

お伝えください"とのことでした。さらに、きのく

に信金の香山理事長からもお電話いただきました。

私も柳生さんのご仏前に「式典が無事滞りなく終わ

りました」と報告してきました。式典を終えて、今

ほっとしたところであらためて 40 年の時間の経過

が重く価値のあるものと実感いたします。 

話は変わりますが、一昨日 17 日は阪神淡路大震

災 20 年でした。震災で亡くなられた方のご冥福を

お祈りしたいと思います。残り半年の後半戦がはじ

まりましたが、私も微力ながら益々がんばりますの

で、会員増強、社会奉仕、国際奉仕、米山財団など

それぞれのご担当の方々にはこれまでにもまして

より一層の力を発揮されんことを願って私のスピ

ーチとさせて頂きます。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 1月 21 日（水）→1月 21 日（水） 

 18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山４F          

アゼリア RCとの合同例会 

 和歌山西ＲＣ 1月 28 日（水）→ 1月 29 日（木） 

18:00～ 加太海岸「あたらし屋」 

粉河ＲＣ   2 月 4 日（水）→ 2月 4 日（水） 

12:30～ 紀の川市商工会館 

（会場変更） 

         2 月 18 日（水）→ 2 月 19 日（木） 

12:30～ ふるさとセンター 

（４クラブ合同例会） 

 岩出ＲＣ    2 月 12 日（木）→ 2 月 8 日（日） 

13:30～ きさらぎコンサート 

那賀高校 体育館 

2 月 19 日（木）→ 2 月 19 日（木） 

４クラブ合同例会 

粉河ふるさとセンター 

 那智勝浦ＲＣ 2月 12 日（木）→ 2 月 15 日（日） 

8:00～ 南の国の雪まつり会場 

（ポリオ募金の活動のため） 

○休会のお知らせ 

 和歌山城南ＲＣ 1 月 29 日（木） 

 

６．会員卓話           谷脇 良樹 君 

 みなさん今日は。田岡委員長

より頂きました貴重な時間、し

ばらくの間よろしくお願いしま

す。私の卓話としたら、ロータ

リーの話か、ゴルフの話しかあ

りません。面白くない話で申し

訳ありませんが、先日の理事会

で地区の話をやれと言うことで

すので、その部分を中心に進めてゆくつもりです。前

回の卓話で信川さんの 3,000 回ゴルフの事を言いま

したが、この年末で少しだけですが近づいております。

信川さんで思い出したのですが、先の 40 周年の記念

コンペの際にシニアで優勝された和歌山南の前窪バ

ストガバナーのスピーチで話されていたガバナー杯

と言うのは地区大会記念コンペでの優勝をさしてい

ます。当クラブでも私の知っている限り、お一人その
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カップを取られた方がおられました。みなさん誰だか

ご存知ですか。 
さて、本題に入りたいと思います。今年度ガバナー

補佐として、このクラブを含めて 8 クラブの協議会、

ガバナーのお供として公式訪問をして参りました。 
それにあたり、各々のクラブの良いところを見てこよ

うと考えました。良いところは、自分のクラブにもき

っとプラスになると思ったからであります。 
有田 2000、有田、海南、和歌山中、和歌山アデリ

ア、和歌山北、田辺東、そして我が海南東ですが現在

は、補佐がひとり退会されたので御坊南も担当になり

ました。 
有田 2000 は、16 名の小さなクラブで吉備のゴルフ

練習場のクラブハウスが例会場で夜間です。アットホ

ームな雰囲気の中食事も家庭的な感じの、お茶碗で、

ごはんを食べるそんな我が家で夕食を親戚かなんか

と食べているといった例会です。 
有田 RC は、私が各々のクラブで挨拶時によく言っ

た言葉「ロータリーの心」「ロータリーの王道」この

二つをよく語りましたが。まさに、それを歩んでいる

のは有田 RC さんです。3 回、新年度になってから行

きましたが、特にクラブフォーラムなんかやる時には

ぜひ、皆様一度足を運んだら良いのではと私は思いま

す。クラブ協議会でのやりとりは、このクラブとアデ

リアが本当に秀逸でした。お互いに言葉のキャッチボ

ールをして、良いところはほめ、まずい部分は素直に

答えるそんな会議は私共のクラブも学ばねばだめか

なと思いました。鉄則「ロータリーはイーブン」これ

は大原則であります。 
海南 RC は、我々のホストクラブです。親のことは、

あまり語らずにおきます。 
和歌山中クラブは、三木町橋詰の一般レストランを

借り切って金曜日の夜 7 時から例会を開催しており

ます。今話題の豊澤氏の所属していたところです。年

度初めの例会に行きました。SAA の方が今年度のレ

ートを言いますと話しだすのです。ビールはいくら、

ワインはいくら。会員の方々はそのレートを払って飲

むのです。もちろん、飲まない人もたくさんいます。

平均年齢が 70 歳を超えているクラブです。比国での

国際奉仕がどこよりも群を抜いています。それのみで、

会員に残っていると言う方もおられます。 
アデリアＲＣは、先程も申しましたけれど有田クラ

ブより以上に協議会を真剣に真摯にやっていました。

そして、若い会長の進行がすばらしく、一つ一つの事

業も把握しているのには驚きました。都会的なクラブ

のムードを持っている。 
和歌山北は、ご存じ林寛吉さんの所属クラブでした。

色々とこの場で話はできない部分がありますが、はじ

めて訪問した時が 10 月でしたので米山の卓話が 30
分すばらしいものでした。米山って、帰ってから自分

も調べ直した位のスピーチでした。 
田辺東は、和歌山西から担当が変わったところでし

た。かつて、イーストクラブでの知り合いが多いので、

楽しく訪問させてもらいまいた。ここも、米山は一生

懸命でした。知り合いが多い分ロータリーの話をあま

りしませんでした。田辺までゆけば、今の地区問題の

情報があまりないと言うことを知りました。 
以上が公式訪問をしたクラブの思いつくままの印

象です。全てとは言えないですが、各々の会長として

の職務は何をやらねばならないかと言うことをよく

理解されている多くの会長に巡り会えたことはロー

タリアンとしてすばらしいチャンスを与えてくれた

我が海南東クラブに感謝をしなくてはいけないと思

っています。大きな財産を頂戴したようなものです。

みなさんありがとうございました。 
 
８．閉会点鐘 
 
 
 

Happy birthday！ 
1月のお祝い 

会員誕生日 
１日 中尾 享平 君 

奥様・旦那様誕生日 
２日 中尾 みち子 様   ７日 魚谷 佳加 様 

 ２９日 塩崎 和櫻 様    ３０日 大谷 洋子 様 
結婚記念日 

 ９日 朝井  修 君    １０日  阪口 洋一 君 
２８日 大谷  徹 君    ３０日 角谷 太基 君 

一般ニコニコ 
山東 剛一 君  皆様のご協力のお陰で無事 40 周

年式典を終える事ができました。 

中西 秀文 君  40 周年記念式典無事終了しまし

た。会員の皆様のご協力ありがと

うございました。 

宇恵 弘純 君  会員皆様のご協力で 40 周年記念

式典・祝宴 無事終了することが

出来きありがとうございました。 

寺下 卓 君  １月 17 日（土）地区のクラブ会

報・広報・雑誌・ＩＴ委員長会議

に出席しました。 

山田 裕之 君  谷脇さん、卓話お願いします。 

谷脇 良樹 君  卓話、宜しくお願いします。 

宮田 敬之佑 君 40 周年記念式典で感謝状をいた

だきました。年末から長旅に出て

いましたが、復帰しました。 

楠部 賢計 君   40 周年記念式典で感謝状をいた

だきました。 

 
次回例会 
  第 1816 回例会 平成 27 年 1 月 26 日(月) 
    12：30～ 海南商工会議所４階 

ゲスト卓話 ： 海南警察署長 鳴海 武則 様 
 
 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：阪口 洋一 委員：土井 元司 木地 義和 小久保好章


