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みなさんこんにちは。
14日、鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしました。平年より3日遅い梅雨入りでしたが、沖縄地方はま
だ梅雨入りしていませんので、沖縄地方より早い梅雨入りとなります。気象庁で平年という場合は、昭
和56年（1981年）から平成22年（2010年）の30年間の平均値を指します。
日本で平年の梅雨入りが一番早いのは沖縄地方で5月9日、次いで鹿児島県奄美地方で5月11日と、そ
の差は2日しかありません。平均すれば沖縄地方は奄美地方より梅雨入りが早いということができますが、
年によっては、奄美地方が沖縄地方より早く梅雨入りすることがあります。
ただ、近年は少し違います。20世紀後半（1951年から2000年）の50年間の梅雨入りと、21世紀になってからの18年
間の奄美地方と沖縄地方の梅雨入りを比べると、21世紀は20世紀に比べ、「同じ日に梅雨入り」と「1～4日奄美のほう
が早く梅雨入り」という年が増えており、
「沖縄が5日以上奄美より早く梅雨入り」という年が減っているのです。
この理由はよくわからないそうですが、沖縄地方の梅雨が変わってきた可能性があります。
かわっていくと言いますと、当クラブも間もなく年度が替わり赤井年度が始まります。
次年度、どう変わっていくか楽しみです。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

・ 2018-2019年度第４回クラブ協議会を６月６日の例会で行います。
本年度委員長の皆様は活動報告をお願いします。
・ 和歌山アゼリアロータリークラブの「ワンワン基金」に当クラブより協力をさせて頂きました。本日
お礼状を頂いておりますので回覧いたします。
・ 次週５月23日の例会よりクールビズとなりますのでよろしくお願いします。

委 員 会 報 告
会員増強委員会

お誕生日お祝い

瀧川 嘉彦 委員長

瀧川

嘉彦さん
（55才）

細川

竜二さん
（55才）

樫畑

友洋さん
（54才）

末の娘も中学生になりました。あと
10年は頑張ります。

本日６時30分よりサ
ンクシェールにて瀬戸
啓司さんの歓迎会を開
催しますのでよろしく
お願いします。

娘も28才になりました。
どなたかい
い人がいればよろしくお願いします。
この1年も元気に楽しくロータリー活
動頑張っていきます。

おめでとうございます

卓話「日系米国人の戦後 ―フレッド・和田勇の場合―」 国際ロータリー第2640地区ガバナー 樫畑 直尚さん
フレッド・ イサム・ワダ（Fred Isamu
Wada、1907年9月18日 -2001年2月12
日）は、アメリカ合衆国の実業家（日系二
世）
。1964年の東京オリンピックや1984年
のロサンゼルスオリンピック招致に関わる
などスポーツに多大な功績を残した。JOC
名誉委員。一方で、1961年にはアメリカの日系人社会にお

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

❸

ける高齢者を支える「日系社会福祉財団」の運営に関わり、
1970年代に入るとカリフォルニア州内に日系人向けの病院
や老人ホームを開設。日系引退者ホーム理事会会長、ロサ
ンゼルス敬老ホーム会長。1969年ロサンゼルス市港湾委員
会委員長就任。1972年の日米大学野球選手権大会創設に
も尽力。和歌山県御坊市名誉市民、和歌山県スポーツ振興
功労者。

好意と友情を深めるか

❹

みんなのためになるかどうか

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

ワシントン州ベリングハムで小さな食堂を経営していた夫
選手らの宿舎として自宅を提供（渡米費用1,900ドルに対して
妻の元に生まれるが、経営が苦しかったことから、4歳のとき 3,000ドルが日系人の寄付、二世ウィーク同時開催）
。これを
口減らしのため和歌山県に住む母方の祖父母の元に移る。
契機として、当時日本水泳連盟会長田畑政治や東京大学総長
17歳のときにサンフランシスコの農作物チェーン店に移り、 南原繁、後に東京都知事となる東龍太郎らと親交が生まれた。
1年後には仕事ぶりが評価されて店長に抜擢された。さらに
1958年には東京オリンピック招致に向けた準備委員会が
その2年後には独立してオークランド市内に野菜販売の屋台
設立され、和田は委員に就任（日系アメリカ人としては唯一）
。
を出すようになる。和田の店は陳列に力を入れ野菜を種類
翌1959年春には同年5月の国際オリンピック委員会（IOC）
別に見栄えのする形で店頭に並べたことからこの青果店は大
総会に向けた集票活動の一環として正子夫人同伴で中南米
繁盛した。1933年に和歌山県出身の夫人と結婚する。
を歴訪し、各国の IOC 委員及び同夫人に東京へのオリンピッ
1942年3月に仲間とユタ州に移り大規模な農園を開設。こ ク招致への協力を依頼した（なお、中南米歴訪の旅費等は
の時期に生まれた次男にエドウィン（江戸が勝つの意味）を
全て和田の自己負担によるものであった）
。その甲斐あって、
名付けている。しかし農園の経営は非常に苦しく、和田は同
IOC 総会では1回目の投票で過半数（34票 /54票）を制し、
農園の経営をあきらめ、同年5月に同じユタ州の別の農地に 東京オリンピックの開催が決定した。
移り家族で農業を営んだ。
現地のスポーツ界では、半世紀にわたりカルバーシティで
戦後は、オークランドには戻らずロサンゼルスに移住しスー
Director of parks and Recreation（1946-1998）を務めた
パーマーケットを開く。このスーパーも非常に繁盛し、カリフォ Syd. Kronenthal など多くのキーマンと交流を持った。
ルニア州内で17店舗を構えるまでに成長させた。
ロータリアン（ハンティントンパークRC）としても活躍し、東ヶ
1949年に古橋廣之進・橋爪四郎ら日本の水泳選手6名が、 崎潔会長エレクトとの新聞記事も残る。1962年、同クラブと
ロサンゼルスで開催される全米水泳選手権大会参加に際し、 和歌山 RCとの姉妹クラブ締結の立役者。

にこにこ箱
内畑

瑛造さん

村田 昌之さん
玉置 博康さん
笹島 良雄さん

角谷

芳伸さん

樫畑

友洋さん

赤井

雅哉さん

佐藤

義記さん

片岡

聖佳さん

ありがとうございました

樫畑ガバナー お忙しいのにおいで頂き
有難うございます。卓話たのしみにしてい
ます。
ガバナー 本日はありがとうございます。
妻にお花をお送り下さいましてありがとう
ございます。
樫畑ガバナーさん、本当に御苦労様でし
た。お陰様で2640地区落ち着いて来まし
た。感謝します。
樫畑ガバナー、本日はお忙しい中お越し
いただきありがとうございます。
よろしくお願いいたします。
樫畑ガバナー 本日は卓話ありがとうござ
います。
樫畑ガバナー 本日はお忙しい中よろしく
お願いします。ありがとうございます。
樫畑ガバナー 本日お忙しい中ありがとう
ございます。
樫畑ガバナー 本日はよろしくお願いします。

木下
加納

智仁さん
研次さん

なかなか参加できず申し訳ありません。
樫畑ガバナー、本日は卓話ありがとうござ
います。よろしくお願いいたします。
細川 竜二さん 樫畑ガバナー様、本日は卓話におこしい
ただきありがとうございます。ぜひお話を
お聞きしたいのですが、本日所用のため
退席をさせて頂きます。申し訳ありません。
吉田 篤生さん 樫畑ガバナー 本日はありがとうございま
す。卓話宜しくお願い致します。
乾
敦雄さん 樫畑ガバナー 本日はお忙しい中、卓話
ありがとうございます。
奥村 申二さん 樫畑ガバナー 本日は卓話よろしくお願い
します。
（お誕生日お祝い）
瀧川 嘉彦さん 今年で55才になりました。今後も頑張りた
いと思います。
樫畑 友洋さん お誕生日祝いを頂いて。
細川 竜二さん お誕生日祝いを頂いて。

本日の累計…62,000円（計17名18件） 〔お誕生日お祝い…471,000円 皆出席表彰…35,000円 その他…1,351,803円 累計…1,857,803円〕

本日の例会

5月23日
（木）

■卓話「プロが教えるおこめのはなし」
㈱やすい 代表取締役

保井

元吾さん

■ピアノ演奏
中井
追憶（Marvin Humlisch）
夜のストレンジャー（Bert Kaempfert）

利枝さん

次回の例会

前回の例会

5月16日
（木）

■卓話「日系米国人の戦後 －フレッド・和田勇の場合－」
国際ロータリー第2640地区ガバナー 樫畑 直尚さん
■ロータリーソング
加納
「和歌山県民歌」「四つのテスト」

研次 ソング委員長

メーキャップ

（敬称略）

5月30日
（木）

■クラブフォーラム
「地区研修・
協議会の報告」
国際ロータリー第2640地区
和歌山東ロータリークラブ

５月９日
（木）
月信編集会議
５月11日
（土）ガバナー補佐会議
５月15日
（水）和歌山西 R.C.
創立／1959年2月23日

内畑

山本 進三
山本 進三
瑛造、古屋 光英

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 40名（内出席規定適用免除会員9名）

事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
皆さん、出席してください。
出席報告
休会
会報・広報委員会／樫畑加納
友洋 研次
竹村 出席委員長
克治
西岡 崇 5月２日
玉置（メーキャップ後）
博康
5月16日
（本 日）
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24名/33名

好意と友情を深めるか

72.7%
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みんなのためになるかどうか

