
 
 
 
 
 
 
 

第 1849 回例会  

平成 27 年 10 月 19 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話 (有) 嶋本木工所 社長 嶋本 雅光 様 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介      

有限会社 嶋本木工所 嶋本 雅光 様 
(和歌山くろしおライオンズクラブ) 

４．出席報告 

会員総数 49 名  出席者数 28 名 

  出席率 57.14％ 前回修正出席率 57.14％ 

 

５．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

皆さん今日は。ご出席有

難うございます。本日のお

客様、嶋本様、お出でいた

だき有難うございます。後

ほど卓話をよろしくお願

いいたします。 

10 月 7 日に和歌山西ロ

ータリークラブの依頼で

米山奨学生の郎君が卓話

をいたしまた。カウンセラ

ーの花田さんが同行されました。ありがとうございま

した。私もメーキャップさせていただきました。和歌

山西ロータリークラブは当クラブと同じ時期に誕生

し今年創立４０周年を迎えました。会員数１５名のこ

じんまりしたクラブです。 

さて、10月 10 日に地区会長会議がスターゲイトホ

テルで開催され横出幹事と私が参加いたしましたの

でそのご報告をいたします。 

辻アクティングガバナーより、豊澤ガバナーが解任

されるに至ったいきさつから辻アクティングガバナ

ーが任命されるまでの説明がありました。 

ＲＩからの通達として 

・アクティングガバナーの補講を行う必要なし。 

・ＰＥＴＳを行う必要なし。 

・地区協議会を行う必要なし。 

・地区決議会は行う必要があるとのことです。地区決

議会は 10 月 31 日に開催され今年度の地区賦課金、

地区予算と地区大会の時期と場所が審議されます。 

当クラブより２名の選挙人が出席する予定です。 

・今年度の地区テーマは「超我の奉仕」です。 

・今年度はＩＭの活動を積極的に支援していきたい。 

・2014～2015 年度の決算報告がありました。 

・2015～2016 年度の地区賦課金と予算についての説

明がありました。 

・辻アクティングガバナーより、今年度は既に３か月

以上が経過しているので、ガバナー公式訪問はＩＭ

単位か、いくつかのクラブで合同公式訪問という形

にしたいという説明がありました。 

 各ＩＭ単位で協議の結果、ＩＭ２組は、御坊３クラ

ブは2016年 1月 8日、有田３クラブは11月 19日昼、

海南３クラブは11月19日の夜間に行うことになりま

した。ご案内をお出ししておりますので、多くの会員

の皆様のご出席をお願いいたします。 

11 月 19 日はボジョレーヌヴォーの解禁日で、海南

ロータリークラブの川村会長さのご手配で皆様にお

いしいワインを飲んでいただく用意をいたしており

ます。是非ご出席お願いいたします。 

後ほど、地区決議会の選挙人の選出の件で臨時理事

会を開催いたしますので、理事会のメンバーは少しお

残りください。 

 
６．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山西ＲＣ 10月 28日（水）→ 10月 29日（木） 
18:00～ 割烹「華新」 

田辺東ＲＣ   11 月 11 日（水）→ 11 月 11 日（水） 
12:30～ 職場見学 

田辺市民環境部 
廃棄物処理課（三四六） 

   11 月 25 日（水）→ 11 月 25 日（水） 
18:30～ 第 2000 回記念例会 

ガーデンホテル ハナヨ 
有田 2000ＲＣ 11 月 18 日（水）→ 11 月 19 日（木） 

有田３クラブ合同例会 
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７．委員会報告 
○米山記念奨学会委員会   委員長 花田 宗弘 君 
 今月は、米山月間です。米山記念奨学会は、日本に

在留している私費外国人留学生に対し、全国のロータ

リアンからの寄付金を財源に奨学金を支給し支援し

ています。皆さんのご寄付をお願いします。 
 

８．ゲスト卓話 (有) 嶋本木工所 社長 嶋本 雅光 様 
皆様、はじめまして。本

日、海南東ロータリークラ

ブ様の例会の貴重な時間の

なか、卓話として参加させ

て頂きます。㈲嶋本木工所

の嶋本雅光です。どうかよ

ろしくお願い致します。本

日の参加は貴会員の山名様

よりお聞きしました。山名

様ご夫婦とは数年前より、

共通の友人を介して、友人になりました。 

何を話してもかまわないということでしたので、自

社の生い立ちから、どのような商品を製造しているか

を説明したいと思います。 

 明治 43 年、私の祖父がはじめました嶋本木工所で

すが、創業当時より手作りによる家具職人を養成し、

製造された製品は和歌山市内の家具小売店は元より、

大阪市内の西区立花通りの家具小売店に卸ししてい

たのが始まりです。当時の日本国内の景気動向は、製

品を作れば買ってもらえる時代であったかもしれま

せん。製品の内訳は、整理タンスや着物を収納する和

タンスを主体に製造しておりました。大正時代より昭

和 20 年代になりますと生活様式も時代の移り変わり

と共に西欧の様式生活が国内に広まって行ったので

しょうか。着物から洋服へ移り変わっていったようで、

洋服タンスやサイドボード（今でいうならば、TV 台

または飾り棚のようなもの）も製造していたようです。

昭和 30 年代に入りまして 2 代目の父に経営がバトン

タッチされますと、より一層洋服様式の生活になって

きたようで、特に昭和 40 年代から 50 年代～60 年代

と、徐々に日本的な生活様式がかわっていきました。 

とはいえ、当社の製品の主力は、婚礼ダンスとよばれ

る洋服タンス、整理タンス、和タンス、飾り棚（水屋

ともよばれる）、下駄箱の婚礼タンスのセットが、家

具業界の主流といいますか、稼ぎ頭になっていきまし

た。昭和 40年代～50年代、当時オイルショックとい

う石油製品が一気に高騰し、一週間のうちに急落する

という日本国内の景気動向により、家具業界も製造会

社や小売店も少なくなった時代でした。昭和 53 年に

私が、自社工場に従事した頃はまだ、婚礼タンスの全

盛であったと思います。（そのころ卸売り会社を通し

て東京日本橋の高島屋や三越にて販売）※トップセー

ルス品。ただ、昭和 50 年代中頃より当社におきまし

て、お客様のニーズが既製の家具よりだんだんと特注

品（大きさや材質、塗装色等）が増えるようになりま

した。和歌山県内においての住宅様式は戸建て住宅が

主流でしたが、東京や大阪といった都会ではマンショ

ン建築が多くなり、各部屋における家具も大きさが制

限されるようになったのでしょう。 

 その中で、特注

オーダー家具と

同時に、当社のお

得意先が輸入の

キッチンを扱い

だします。私もキ

ッチンにはたい

へん興味があり

ましたので、その

方向に力を入れ

ていきます。只今

お配りしていま

す、当社のキッチ

ンパンフレット

ですが、あくまで

も展示会出展品のパンフレットであり、もちろんその

ものズバリもできますが、材質、大きさ、カタチ、そ

れからキッチンに組み込む機器類の食器洗い機やコ

ンロ（IH ヒーターやガス）、オーブンレンジ、水栓金

具、フードといったビルトイン機器も国内、国外問わ

ず、提案させて頂いています。手作りのオーダーキッ

チン、オーダー家具は、現代においてはめずらしくな

く、むしろ 30代～50 代の年齢層では日常的なものと

なってきています。コンピューターが現代に浸透し、

なくてはならないものになりましたが、当社のように

いまだに手作業として家具職人が、カンナやノミとい

った道具を使用し、時代のニーズにあったもの個人、

個人のお客様の声を商品化する家具づくりは今後も

続いていくものと信じています。 

・職人の年齢層 20 才代から 75 歳のベテラン 

・工程 NC ルーターマシン 

 1990年に東京国際家具見本市（現在はIFFTという）

に出展し、2015 年今年も 11 月 26 日～28 日にわかや

ま振興財団のブースにて出展を予定しております。 

大阪での展示会（リビング＆デザイン）も今年で 4

回目、ちょうど先週の 10 月 14 日～16 日に大阪市南

港の ATC（アジアトレーディングセンター）で行われ、

出展してきたところです。 

 10 年という少人数で営んでいる嶋本木工所ですの

で、世界的なデザイン様式や日本国内のニーズに対応

でき得るように、今後ともメイドイン和歌山を普及さ

せていけたらと考えています。 

最後になりましたが、私も和歌山くろしおライオン



ズクラブに加入しております。県下でいちばん若いク

ラブであり、今年で未だ 8 年目です。会員数も未だ

33 名ですが、平均年齢 51才と若い人が多いクラブで

す。アクティビティーとして若年層の献血に力を入れ

ています。年間約 30 数回、県下の高校や大学及び専

門学校を廻っています。又、どこかで目にとまりまし

たらお声かけ下さい。本日は短い時間ではございます

が、ご清聴頂きありがとうございました。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

   第 1850 回 平成 27 年 10 月 26 日(月) 

     海南商工会議所 ４F 12：30～ 

ゲスト卓話 一般財団法人和歌山県交通安全協会 

海南支部・有田支部事務局長 

亀井 康彦 様 

 

 

 

 

林 孝次郎 君 馬術競技の手伝いをしました。馬術

競技や障害競技など、長時で大変で

した。 
阪口 洋一 君 嶋本さん、本日、卓話よろしくお願

いします。 
山名 正一 君 ゲストとして嶋本様にお越し頂きま

した。よろしくお願い致します 
花田 宗弘 様  米山記念奨学金のご寄付、よろしく

お願いします。 
 
 

 

 

オーストラリアのイアン・ライズリー氏 

ＲＩ会長ノミニー(2017-18 年会長)に 
8 月に RI 会長指名委

員会で選ばれたイアン 

H.S. ライズリー氏が、

10 月 1 日、K.R. ラビン

ドラン RI 会長によって

会長ノミニーと発表さ

れました。ライズリー氏

は、ソウル（韓国）での

2016年 RI国際大会で正

式に選出され、2017 年 7

月 1 日に RI 会長に就任

します。 

 ライズリー氏は、サンドリンガム・ロータリークラ

ブ（オーストラリア、ビクトリア州）の会員で、「ロ

ータリーの未来には、企業や他団体とのパートナーシ

ップが重要」だと話します。 

「ロータリーがプログラムや人材を備えている一方

で、外部組織はそのほかのリソースを持っています。

“世界でよいこと”をするという目標は、誰にとって

も同じです。ポリオ撲滅活動をきっかけに多くの人が

ロータリーを知り、将来に新たなパートナーシップを

築けることを期待しています」 

 会計士であるライズリー氏は、オーストラリア国内

外の企業会計を専門とする Ian Riseley and Co.の社

長を務め、国際関係に強い関心を寄せています。2002

年には東チモールでの活動を称えられ、オーストラリ

ア政府より「AusAID Peacebuilder Award」を受賞。

2006 年にはオーストラリアの地域社会への貢献が認

められて、オーストラリア勲章を受けました。「各国

政府は、ロータリーを善き市民団体の代表的存在と見

ています。ポリオ撲滅活動でアドボカシー活動を行っ

てきたように、平和と紛争解決の分野でも政府への働

きかけを行うべきです」とライズリー氏は述べます。 

 1978 年にロータリークラブに入会して以来、財務

長、理事、管理委員、RI 理事会執行委員、タスクフ

ォースメンバー、各種委員会の委員と委員長、地区ガ

バナーを歴任しました。オーストラリアでのポリオ撲

滅活動「 Australian Polio Eradication Private 

Sector Campaign」の元メンバーであり、「ロータリー

財団 ポリオのない世界のための奉仕賞」を受賞しま

した。ジュリエット夫人とともに、ポール・ハリス・

フェロー、メジャードナー、遺贈友の会会員となって

います。 

 

ポリオ撲滅自転車レースに 

ＤＤＦの寄贈を  

毎年 9,000 人が参加して、米国アリゾナ州で 104

マイル（約 167 キロ）を走る自転車レース、「El Tour 

de Tucson」。今年は 11 月 21 日に開催されます。米国

のトップ自転車イベントの一つであるこのレースに、

今年もジョン・ヒューコ事務総長ほか 8名の職員のチ

ームが、米国アリゾナ州のロータリー会員とともに参

加する予定で、現在、ポリオ撲滅活動への寄付を募っ

ています（欧米ではこのような活動が頻繁に行われて

います）。チームの寄付目標額は 340 万ドル。ビル＆

メリンダ・ゲイツ財団からの上乗せを含め、ポリオ撲

滅への 1000 万ドルの募金に挑みます。去年は 700 万

ドルを超える寄付が集まりましたが、地区財団活動資

金（DDF）の寄贈がその多くを占めていました。 



この募金活動を含め、本年度、ポリオプラス基金に

最も多くの地区財団活動資金（DDF）を寄贈した地区

を、ジョン・ジャーム会長エレクトが訪問するほか、

上位 5 地区は 2016 年ソウル国際大会の舞台上で表彰

されます。昨年度のポリオプラスへの DDF 寄贈額第 1

位であった日本の 2650 地区には、K.R.ラビンドラン

会長が直接出向き、会員に感謝する予定です。 

El Tour de Tuscon は、職員チームとアリゾナ州の

ロータリー会員だけでなく、世界中のロータリー会員

が参加して、ポリオのない世界の実現を支援します。 

 

世界経済の低迷により 

ロータリーの投資に陰り 
ロータリー財団管理委員会の 10 月会合で、投資委

員会は、主にコモディティ市場と新興市場の下落によ

り、ロータリーの投資収益が予想を下回ったと報告し

ました。 

2015 会計年度（2015 年 6 月 30 日まで）、年次基金

（運営予備金を除く）は 0.2 パーセントの損失を記録

し、RI 一般資金は 2.8 パーセント落ち込みました。

一方、ポリオプラス基金は 0.7 パーセント増、恒久基

金は 0.5 パーセント増と、ごくわずかな上昇にとどま

りました。今年度第 1四半期も、中国市場の伸び悩み

に対する世界的懸念が金融市場に影響していること

を受け、年次基金、恒久基金、RI 一般資金の投資が

マイナスになるとロータリーは予想しています。ポリ

オプラス基金は同四半期に若干のプラスになると予

想されています。現在のほぼすべての損益は含み損に

とどまり、ロータリー財団は運営に必要な資金を十分

に備えていることから、長期的にはロータリーの各基

金の投資はこれまで順調な成果を挙げています。ただ

し、ロータリーの運転資本のニーズを支えるために

RI 一般資金を使用する可能性もあります。 

 

ポリオのない世界へ 

ＮＹでのライブストリーミング   

「世界ポリオデー」イベント 

世界的なポリオ撲滅活動の進展を祝うロータリー

の「世界ポリオデー」イベントが、10 月 23 日（日本

時間：10 月 24 日）にニューヨークで開催されます。 

ユニセフと共同開催されるこのライブストリーミン

グ行事では、最近の大きな進展（7月のナイジェリア

での野生型ポリオウイルス無発生 1年経過と、8月の

全アフリカ大陸における無発生 1年経過）にスポット

ライトがあたります。『Time』誌の保健・科学担当編

集者のジェフリー・クルーガー氏をモデレーターに迎

え、ポリオ大使でユニセフ事務局長のアンソニー・レ

イク氏をはじめとする保健のエキスパートが参加し

ます。 

昨年のライブストリーミングは、24 カ国、23,000

人が視聴。今年もソーシャルメディア上で視聴が可能

なほか、イベント直後にポリオ撲滅応援サイト

（endpoilo.org）で再放映されます。 

公式な「世界ポリオデー」は 10 月 24 日で、これは

国際ロータリーが 10 年以上前に設定したものです。

ポリオのワクチンを最初に開発したジョナス・ソーク

博士の誕生日にちなみ、10 月後半に行われています。 

この機会に、クラブや地区でもポリオ撲滅への認識

を高め、世界的なポリオ撲滅の最後の一押しをサポー

トするイベントを開催しましょう。以下にイベントの

アイデアをご紹介します。 

• ソーシャルメディアでライブストリーミング 

• ライブストリーミングの視聴パーティ 

• ハッシュタグ「#endpolio」を使ったポリオ撲滅活

動を広める 

 

新しい会員特典 

ロータリー グローバル リワード 
「幸せの種をまけば 実りはあなたにも」 

My ROTARY に登録を！ 
ロータリーの新しい会員特典プ

ログラム、「ロータリー グローバル 

リワード」は、レンタカー、ホテル、

レストラン、エンターテイメントな

ど、さまざまな商品やサービスの割

引が利用できます。会員であること

の価値を高めるため、今後さらに世

界中にラインアップが広がる予定

です。ロータリー グローバル リワ

ードの一覧はどなたでもご覧いた

だけますが、割引を利用できるのは

My ROTARY にアカウント登録をしたロータリークラブ

会員のみとなります。パソコン、スマートフォン、タ

ブレット型端末から、割引の検索や利用のページにア

クセスできます。 

       主な参加企業 
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