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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1993 回例会
平成 31 年 4 月 22 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
会員卓話 阪口 洋一 君
１．開会点鐘
２．ロータリーソング 「四つのテスト」
３．ビジター紹介
岡本 慶一 様（海南 RC）
４．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 24 名
出席率 57.14 ％ 前回修正出席率 88.10 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！当ク
ラブ平成最後の例会に岡本
慶一 様（海南 RC）ようこそお
越し下さいました。また、昨
日の 4 月 21 日（日）地区研究
協議会へ出席された皆さん、
ご苦労様でした。
私も、一昨日 4 月 20 日（土）
ガバナー補佐の谷脇さん、中
村幹事と私で有田 2000RC 創立 20 周年記念式典・祝
賀会へ出席して参りました。其の中で、元ボクシン
グ女子 WBC フライ級世界チャンピオンの真道 ゴー
さんが記念講演をされました。真道さんは（和歌山
出身）女性として生まれながら男姓の心を持ってい
る姓同一性障害で悩み苦しむ日々からカミングア
ウトして「自分らしく生きる道」を見出したと云う
お話でした。とある大学でアンケート調査を行った
結果、性同一姓障害（※総称して LGBT）で苦しんで
いる人は 13 人に 1 人と云うことで、カミングアウ
ト出来ずに沢山の方が自殺するそうです。あまりの
多さに唖然とし、姓同一障害について学び理解し受
け入れる社会にしなければと痛感致しました。※
LGBT とは Lesbian＝女性同性愛 Gay＝男性同性
愛者 Bisexual＝両性愛者 Transgender＝性別越
境者 Asexual＝同性にも異性にも性的欲望が持て
ない Intersex＝身体的に男女の区別がつきにく
い Questioning＝自分の性別や性的指向に確信が
持てない。また、祝宴ではマジックあり、南会長の
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

お母様がプロの演歌歌手と云うことで大変パンチ
のある歌で会場が一気に盛り上がり、とりは落語家
の桂 文福さんのお噺でお開きとなりました。有田
2000RC の南 良暢 会長さんのご挨拶の中で、17 名
の会員全員の力を結集して、この記念式典に臨んだ
とのことでした。少人数で歴史の浅いクラブが、こ
の様な素晴らしい式典・祝宴を開催されたことに敬
服すると共に、私も 2000 年に入会し、ロータリー
歴 20 年ですから、ロータリアンとして同じ時を過
ごして来た一人として、ひときわ感慨深いものがあ
りました。
次年度は、我が海南東 RC も 45 周年を迎えます。
色んな考えがあるかと思いますが、私は記念行事や
奉仕活動など、全会員が一つの目標に向かって活動
する中で、先輩会員さんから多くの事を学びとり、
温故知新の精神で次世代へと伝承され、クラブの歴
史を育んで行くのだと思います。今日まで私達を支
えて下さった全ての方々に感謝しながら、心のこも
った 45 周年を、お祝い出来ればと思います。次年
度会長の寺下さん、そして 45 周年記念の実行委員
長の小椋さん、どうぞ宜しくお願い致します。
次に 4 月 12 日開催の定例理事会の報告を致しま
す。5 月 12 日「たんぽぽの会」に付いてですが、た
んぽぽの会からは、6 組のご家族が参加される予定
です。私は、当日午後から有田 RC 創立 60 周年記念
式典、祝賀会に出席する為、早退になるかも知れま
せん。その際は、大江副会長さん始め皆さん宜しく
お願い致します。なお、開催当日が雨の予報ですと
明くる日の 5 月 13 日（月）が夜間例会となります
ので、お間違いのないようにお願い致します。
次に 6 月 24 日台湾彰化東南 RC 訪問に付いてです
が承認されましたので、後日、国際奉仕委員会から
訪問の日程と参加募集がございます。理事会の報告
は以上です。
ゴールデンウイーク中には、趣味や旅行など、楽
しまれることと思いますが、どうぞ元気でお過ごし
頂き、令和初例会「たんぽぽの会」への、沢山のご
出席を宜しくお願いします。
では、後程、阪口さんにスピーチをお願い致しま
して終わります。
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６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
粉河ＲＣ 5 月 8 日（水）→5 月 12 日（日）
京都方面 川クラブ友好の集い
企業訪問 日帰り家族例会
田辺東ＲＣ 5 月 15 日（水）→5 月 15 日（水）
15:00～ ４５周年記念例会
きのくに信用金庫 田辺支店
海南ＲＣ 5 月 15 日（水）→5 月 15 日（水）
12:30～ 東西海運（株） 職場例会
下津町下津 3066
○休会のお知らせ
田辺東ＲＣ
5 月 1 日（水）
粉河ＲＣ
5 月 1 日（水）
海南ＲＣ
5 月 1 日（水）８日（水）
和歌山東南ＲＣ 5 月 29 日（水）
７．委員会報告
○2019-20 年度 地区研修協議会の報告
会長エレクト 寺下 卓 君
次年度のため
の「地区研修協議
会」が昨日、和歌
山大学で開催さ
れ、当クラブから
8 名が参加しまし
た。参加のみなさ
ん、ご苦労さまでした。全体会議、部門別会議とし
っかり勉強してきました。
８．会員卓話
阪口 洋一 君
皆さん、こんにちは。今日は
卓話をさせていただきます。あ
まり面白い話はできません。し
ばらく我慢してください。フリ
ーな内容での卓話は 10 年ぶり
です。ここにおられる皆様の殆
どの方はご自分で事業をされ
ておられますが、私はサラリー
マンとして皆さんとは少し違
った生き方をしてきたように思います。今日はそん
な話と趣味で始めたステンドグラスのことについ
てお話させて頂きます。
私は、昭和 16 年 12 月 9 日に和歌山市広瀬通り丁、
和歌山城の南側の三年阪を東に降りてきたところ
で生まれました。小学校、中学校、高校と和歌山で
過ごし、大阪の大学に進学し、理工学部で応用化学
を専攻しました。卒業後は、同級生は化学会社や製
薬会社などに就職しましたが、私は大阪にある、創
業が明治の中期で従業員が 500 人くらいの印刷会社
に勤める事になりました。なんで、印刷会社に入っ
たかはようわかりません。面接のとき採用担当者か
ら来るんやったら来てヨと言われ、他の会社の面接
を受けるのも面倒くさいし、じゃ入社しますと言っ
たような気がします。その会社の得意先は銀行など

の金融機関や官公庁、電鉄会社などで、預金通帳、
手形、小切手、株券、公社債権、鉄道乗車券など全
ての製品には高度な偽造防止対策がなされており
ました。関東大震災の時、東京の大蔵省印刷局で紙
幣の印刷が出来ないときにその会社が民間で初め
て紙幣を製造したらいしいです。とにかく、技術力
の優れた会社だったようです。
私はその会社の研究室で偽造防止技術の開発の
仕事をする事になりましたが大学で学んだことは
何の役にもたちませんでした。
その頃は、世間で偽札などもよく出回っており、警
察からどのように製造したのか等の相談も何度も
ありました。
ロータリーとの出会いもその頃でした。今の 2660
地区のロータリークラブから偽造防止の卓話の依
頼があり何度か訪問した覚えがあります。その時は
ロータリークラブについて何の知識もなく、何かの
団体だろうとしか思いませんでした。
その職場にいた頃に会社が取り組んだ仕事の一
つに、大蔵省から郵便貯金通帳の裏面に磁気ストラ
イプを貼って機械、今で言う、ＡＴＭで個人データ
ーを記録し読み取るというシステムの構想があり
私たちがその通帳の作成を担当いたしました。現在
では預金通帳に磁気ストライプが貼られているの
は当たり前ですが、当時は日本で始めての仕事でし
た。その後、営業職と一緒にお得意先に商品の技術
説明に行く機会が増え、いつの間にか研究室では優
秀な後輩が育ち私の居場所が完全に無くなり、いつ
しか営業職に転職しました。
営業職になってからは、東京、静岡、広島、福岡
と各地を転々とし、40 代の後半に大阪本社に戻って
来いと言われ、取締役の端っこにしてもらい、営業
本部全体を見る事になりましたが、大して面白くも
無かったですね。営業職はマネジャーより自分が営
業をするプレイヤーの方が、やりがいがあると思っ
ていました。でもまあ、一応営業担当ですから売り
上げの管理はしますが、それ以外の仕事では、印刷
業界では結構ミスが多く発生しますので、そのとき
に担当者と一緒に得意先にお詫びに行く、大きな注
文をもらった時はお礼に行く、それから夜の接待で
す。夕方 5 時に仕事が終わると大阪北新地でお客さ
んの接待です。食事してからクラブ、韓国クラブ、
オカマクラブなど転々とし、終わるのは大体夜中の
2 時頃ですね。それが 1 週間に 2 度くらいあったと
思います。そんな生活が 5 年続き、東京の本部に転
勤になりました。やる事は大阪時代と同じで、場所
が銀座、赤坂、六本木と変わっただけです。東京も
5 年くらいいたと思います。61 歳で退職し、35 年ぶ
りに和歌山に帰ってきました。
まるで、浦島太郎状態でした。知人も殆ど居ない
し、和歌山の地理も良く覚えていないし、ヒマなも
んですから昔の友人と大阪で遊んでいました。そん
な時に、知人からロータリーに入ったらどうや、と
薦められ、花田さんと楠部 賢計さんに面接してい
ただき入会する事になりました。上中さんが会長の

ときでした。当時は会員が 72 名で、えらい先輩が
大勢おられ、始めての例会でその迫力に圧倒され、
えらいところに入ってしもうた。速くやめないかん
と本気で思いながら 15 年が過ぎました。
今は、そろそろ卒業する時期を考えなといかんと
思っています。ロータリーに入って、良かったこと
は素晴らしい人との出会いがあった事と奉仕と言
うことを体験できたことだと思います。以上で私の
つまらないサラリーマン時代の話を終わります。
続きまして、ステンドグラスの話をさせていただ
きます。私は趣味でステンドグラスのランプやパネ
ルを作ってきました。ステンドグラスとは、着色さ
れたガラスを意味します。色彩を施したガラスを切
り、鉛で接合して絵画や模様などを組み立て、窓や
欄間などの装飾に用いられます。
起源は定かではありませんが、古代エジプトない
しは東方世界で、ガラス製法と相まって発展したと
考えられます。12 から 13 世紀には、大規模な教会
が建立され、内部は多様なステンドグラスの窓で覆
われました。特にフランスのゴッシク様式の大聖堂
では、入り口上部に巨大な円形のバラ窓をはじめ、
内部の窓のすべてにステンドグラスが用いられま
した。教会でのステンドグラスは装飾を兼ねた明り
取りとステンドグラスで
キリストの生涯や聖書の
中の物語を表現すること
により、当時読み書きの出
来なかった多くの人に信
仰を説くという目的もあ
ったようです。その代表的
な教会がパリのノートルダム大聖堂です。
先日、パリのノートルダム大聖堂が火災に見舞わ
れ、大きなダメージを受けたようです。聖堂の中に
は素晴らしいステンドグラスがありますが、それが
どのような状態なのか気に
なります。
さて、このノートルダム大
聖堂ですが、フランス国内に
は実に沢山のノートルダム
大聖堂があります。ランスの
ノートルダム大聖堂、シャル
トルのノートルダム大聖堂、
アミンのノートルダム大聖
堂など、47 あるといわれて
いますが、ベルギーにもあります。ガラスの色彩に
ついては、その時代ごとに新たなガラスが作られる
ようになり、ステンドグラスもますます進化してい
きました。ルネサンス期から１５世紀にかけ隆盛期
を迎えましたが、その後近代に入って衰退していき
ました。
しかし、19 世紀末にステンドグラスの歴史を飛躍
的に進歩させた人物が登場します。その名は、ルイ
ス・コンフォート・ティファニー。そう、かの宝石
商として有名なティファニー家の２代目に当たる
人物です。彼は家業を継がず、自身の編み出した技

法により、ガラス芸術家として輝かしい功績を残し
ています。ティファニーテクニックと呼ばれるその
技法は、これまでのガラ
スを鉛線で繋ぐ技法と
は違い、カラス片に銅の
テープを巻き、ガラスと
ガラスをハンダ付けで
繋ぐという革新的なも
のです。これにより、今
まで平面的でしか表現されなかったステンドグラ
スを彫刻のような立体造形に変え、いままではあり
えなかった、絵画のような繊細は表現を可能にしま
した。彼の製作したランプはティファニーランプと
呼ばれ、彼の繊細なデザインと職人たちによるハイ
クオリティなし上がりはあまりにも有名です。
晩年ティファニーは、エキセントリックになり過
ぎて大衆の好みに合わなくなり、そして没後は殆ど
世の中から忘れられてしまいました。しかし、1950
年ごろから徐々に思い出され、それから彼の作品の
模倣がはやり再び評価があがっていき、そして現在
の非常に高い知名度と評価は、誰もがしるところで
あります。現在日本を含め世界でステンドグラスを
製作している殆どの人はティファニーランプのレ
プリカを作っています。皆様もヨーロッパに行かれ
た時は、是非教会に立ち寄ってください。素晴らし
いステンドグラスにめぐり合えると思います。
本日は、つたない卓話を最期まで聞いて頂きあり
がとうございました。
９．閉会点鐘
次回例会 第 1993 回 例会 5 月 12 日（日）
たんぽぽの会（浜の宮海水浴場）
※天気予報が雨天の場合は、中止で、
5 月 13 日（月）夜間例会
19：00～ 海南商工会議所４F

4 月 21 日（日）地区研修協議
会へ 8 名出席しました。
阪口 洋一 君
本日卓話いたしますので、よろ
しくお願いします。
ＩＤＭ １組２組４組の残金
理事会の残金
寺下

卓 君

2019 年 4 月

会員増強のアイデアを広げる

若い人たちをロータリーに導くにはどうすればよ
いでしょうか。クラブへの入会を促進する上で、若い
リーダーはどのような役割を担えるでしょうか。この
度、これらの点について、29 歳のクラブ会長である
LaShonda Delivuk さん。（Lynchburg-Morning RC、米国
バージニア州）に話をお伺いしました。
最近、クラブリーダーに会員増強における最大の
課題を尋ねたところ、31％の人がクラブの活動、奉仕
プロジェクト、リーダー職への就任に対する会員の意
欲を高めることが困難だと回答しました。この背景
として、“ロータリーでは完璧でなければならない”
という過剰な認識があると話します。「完璧なものな
どなく、完璧なロータリアンである必要はありません。
必要なのは奉仕志向のリーダーで、それならロータ
リーには豊富にいるでしょう」
1.あなたは 23 歳でロータリークラブに入会し、現在
28 歳ですね。入会を決めた理由は何ですか？
私が住んでいる街では社会奉仕活動が重視されてお
り、それでクラブのことを知りました。私のクラブで
は、地域社会に注意を払って、どのようなニーズがあ
るか知らせてもらうようにして、毎年地域の発展に貢
献するようにしています。一つの型にはまった活動を
続けるのではなく、その時その時のニーズに積極的に
取り組んでいるところが私は好きです。
普段はお会いすることもないような多様な人たちが
クラブにいて、本当に嬉しく感じます。前任と現任の
市政代行官もクラブに在籍しています。市政代行官と
話をする機会など普通はないと思いますが、今は友人
となっています。また、CEO や会社幹部として長いキ
ャリアを有するクラブ会員から、いろいろとアドバイ
スを受けることができます。夫と私は最近事業を始め
たのですが、その際はクラブの人たちから起業のヒン
トを多く学びました。

クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

2.ロータリーは、どうやって若い人たちにアプローチ
できると思いますか？
多くの人はロータリーについて知らないと思います。
だから私は、ロータリーについて、またロータリーが
何をしているかについて友人に話すようにし、自分の
フェイスブックにも載せるようにしています。やはり
クチコミが強力だと思います。また、自分が意欲的に
取り組める奉仕プロジェクトを実施すれば、当然、そ
れについて人に話したくなるでしょう。
ミレニアル世代の人たち（1980 年～2005 年ごろに生
まれた世代）は、一方的に話を聞くことを好まず、対
話をしたいと感じています。ミレニアル世代であれ、
中年層または高齢者であれ、ちょっとコーヒーにでも
誘って話をしてみることが肝心だと思います。会話す
ることに流行り廃れなどありませんからね。
3.あなたのクラブは、この 4 年間で会員が 40 人から
60 人に増えました。何が要因？
例会だけに力を入れているだけでは元気なクラブに
はなれません。例会以外のロータリー経験が必要です。
奉仕プロジェクトに参加しない人たちがいますが、
（関
心がないのではなく）いつそのような機会があるのか
を知らないのだと思います。そこで私のクラブは、E
メールのニュースレターを会員に送り、クラブのウェ
ブサイトやソーシャルメディアにも情報を載せるよう
にしました。情報を印刷して配ることもあります。ク
ラブの全会員にちゃんとコミュニケーションすること
が肝心です。また、会員同士でつながる機会をお膳立
て することも あります。 クラブのウ ェブサイト に
「Support a Rotarian」というコーナーを設けたので
すが、ここでは何らかの募金活動やファンドレイジン
グを行っている会員がその情報を掲載することができ
ます。こうすることでクラブの会員が互いにサポート
しやすくなります。
数字を心配するのではなくて、その背後にいる人に
気を配る必要があります。家族や親睦を大切にするク
ラブであれば、物事はうまくいくはずです。お子さん
が進学したり、職場で昇進したりした会員がいれば一
緒に祝い、クラブを訪れた人には感謝の気持ちを伝え
るようにします。当クラブには、お子さんやお孫さん
がいる人や妊婦もおり、赤ちゃんが生まれたらロータ
リーのロゴが入った赤ちゃん服をプレゼントします。
会員は寄付や奉仕を行いますが、それが一番のモチベ
ーションなのではありません。コミュニティとしての
クラブがここにあるからこそ、奉仕への熱意が生まれ
るのだと思います。
4.新会員の入会促進で、若い人たちはどのような役割
を担えるでしょうか？
数字や肩書で人を判断することはできません。みん
な重要な存在です。入会促進ではすべての年齢層に力
を入れています。退職された方々もです。これらの人
たちは全身全霊でロータリーに打ち込んでくれますし、
金銭的支援を行うことも可能です。ミレニアル世代は、
パズルの 1 ピースに過ぎません。年齢を問わず、奉仕
志向の人たちを引きつけるのがロータリーなのです。
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