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I.M.よろしくお願いします。
内畑

瑛造さん

樫畑さん、卓話よろしくお願いします。

村田

昌之さん

商工会議所議員40年の表彰をいただきました。

田原

久一さん

樫畑パストガバナー、本日よろしくお願いします。

皆様こんにちは。

角谷

芳伸さん

樫畑パストガバナー、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。

今日、東京五輪の聖火ランナーがスタートしました。開会式までの121日間、無事に走

吉田

篤生さん

樫畑パストガバナー、本日はありがとうございます。

会 長 報 告

ちょうど一週間前、和歌山でも開花宣言が出まして、少しずつ山や街が色づき始めたと

赤井

雅哉さん

樫畑パストガバナー本日はありがとうございます。

乾

敦雄さん

パストガバナー樫畑様、本日はよろしくお願いいたします。

佐藤

義記さん

樫畑パストガバナー様、本日卓話ありがとうございます。

竹村

克治さん

樫畑センパイ、卓話ヨロシクお願いします。

片岡

聖佳さん

パストガバナー樫畑直尚様、本日はようこそおこしいただきました。

加納

研次さん

樫畑パストガバナー様、本日の卓話よろしくお願いいたします。

ころですので、今日は花見について少しお話ししたいと思います。

奥村 申二さん

樫畑パストガバナー本日の卓話よろしくお願いします。

樫畑

樫畑パストガバナー、本日はありがとうございます。

ソメイヨシノはクローンなので、各地域でおおむね一斉に咲きます。開花から散るまでは2週間ほどで、
「花吹雪」となって散ってゆく姿が人の命の儚さになぞられます。
花見は、奈良時代の貴族の行事が起源とされています。奈良時代には中国から伝来したばかりのウメ
が鑑賞されていたそうですが、平安時代にサクラに代わってきます。7世紀に編纂された「万葉集」では、
ウメを詠んだ歌が110首程度、サクラが43首でした。これが10世紀初めに編纂された「古今和歌集」では、
ウメが18首でサクラが70首となっています。鎌倉・室町時代には武士にも広まりまして、安土桃山時代、
豊臣秀吉が吉野で大規模な花見をしています。そして江戸時代、花見はいよいよ庶民にも広まって行きます。

卓話よろしくお願いいたします。
樫畑

友洋さん

友洋 会長

り続けられるように応援したいと思います。

卓話よろしくお願いします。

友洋さん

樫畑

徳川吉宗は浅草（墨田川堤）や飛鳥山（板橋、豊島）にたくさんのサクラを植えさせ、庶民の花見を奨

和歌山東南ロータリークラブ鰺坂会長、本日はわざわざお越しいただきありがとうございます。

励したそうです。また、この時期にサクラの品種改良も盛んにおこなわれるようになりました。

I.M. 楽しみにしております。
亀田

直紀さん

樫畑パストガバナー様、本日はよろしくお願いいたします。

細川

竜二さん

樫畑パストガバナー様、本日はよろしくお願います。

日本以外でも多くの国で花見は行われるそうですが、有名なのはワシントン D.C. のポトマック河畔で、
1912年に東京から寄贈されたサクラがきれいに咲き誇り、コロナ等がなければ、毎年全米サクラ祭りが
行われています。

本日の累計…45,000円（計17名18件）〔お誕生日お祝い…300,000円 奥様花お礼…97,000円 皆出席表彰…30,000円 その他…1,161,000円 累計…1,588,000円〕

話を地元に戻しますが、和歌山城も今年は日没から午後10時までライトアップされています。「大人数、
長時間の宴会は自粛してください」ということですから、少人数でワンカップ大関を片手に夜桜を楽し
む程度なら大丈夫なようです。感染対策をしたうえでちょっと出かけられてみてはいかがでしょうか。

本日の例会

4月8日(木)

■卓話
国際ロータリー第2640地区雑誌・公共イメージ委員長
井手 良明さん
■皆出席表彰
堀岡 忠男さん 1年皆出席通算22年
■ピアノ演奏
中井
YESTERDAY‘S DREAMS (D.Sebesky)
TAKING A CHANCE ON LOVE (J.Latoucke)

会員数 42名（内出席規定適用免除会員8名）

加納

研次

4月15日(木)

■卓話 和歌山県立博物館主任学芸員 大河内

■クラブフォーラム
「雑誌・中村文庫」

出席報告

次回の例会

出席委員長

利枝さん

前回の例会

■ロータリーソング
加納
「和歌山東ロータリーの唄」

23名/36名

鰺坂
63.9%

恒夫さん

栗本

信行

藤村

孝義

玉置

おります。

INTERCITY MEETING 開催のご案内
ホストクラブ

皆さん、出席してください。

❸ 好意と友情を深めるか

和歌山東南ロータリークラブ

会長/I.M.担当委員長

鰺坂

恒夫さん

2020-2021年度インターシティミーティングを2021年5月1日（土）ダイワロイネット
ホテル4F にて開催いたします。
皆さまのご出席をよろしくお願いいたします。

例会日 木曜日 12時30分

博康

直紀 幹事

和歌山東南ロータリークラブより創立50周年記念式典が延期されるというお知らせが届いて

親睦委員

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
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6三番丁ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
嘉彦

亀田

研次 ソング委員長

国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ 創立／1959年2月23日
会報・広報・
Ｉ
Ｔ委員会／瀧川

幹 事 報 告

3月25日(木)

■卓話「Rotary のミ二知識 / 歴史編」
国際ロータリー第2640地区研修リーダー/ パストガバナー
樫畑 直尚さん

■ビジター紹介
和歌山東南 R.C.
3月25日
（本日）

智之さん
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卓話「Rotaryのミニ知識/歴史編」���������������������
国際ロータリー第2640地区研修リーダー/パストガバナー 樫畑

直尚さん

1924年から、RI は日本のロータリーに対して、SC（Special Commissioner）制度を取るようになり、
初代は米山梅吉、2代目は井坂隆、3代目を平生釟三郎が務めます。ここで、日本のロータリー単独で地

ロータリークラブは、シカゴの弁護士ポール・ハリスと職業人の仲間によって結成され

区を与えて欲しいとの声が強くなり、それを受けた SC 平生釟三郎は度重なる RI との交渉で「地区」を勝

ました。集まった仲間とは、鉱山技師のガスターバス・ローア、石炭商のシルベスター・シー

ち取ります。それが第70区です。初代ガバナーにはは米山梅吉が就任。しかし、たった7クラブで構成さ

ル、洋服商のハイラム・ショーレー、そしてポール・ハリスの4人。1905年2月23日のこ

れる地区なのでクラブ拡大は当然の如く急務となります。

とで、この日がロータリークラブの最初の例会となりました。

和歌山ロータリークラブが創立成った1937年の第70区ガバナーは札幌の佐藤昌介でした。この頃にな

結成直後に入会したハリー・ラグルスは多くの会員の増強に努め、歌を歌うなど、親睦に配慮した例

るとクラブ数も39となり、1939年には第70区、第71区と第72区と3地区体制が取られるようになり、さ

会の原型を作りました。ハリーが紹介者となって入ったアーサー・シェルドンは、職業人の鑑となるべ

らにそれを束ねて日満ロータリー連合会を形成するようになりました。その後、クラブ数は48、会員数

きロータリアンの考え方を提示し、チェスリー・ペリーは、全米組織や世界組織を作り上げました。ペリー

は2,142人にまで増強されますが、当時のブロック経済化、敵性文化の排除や治安維持などを理由に強烈

の事務総長としての任期は32年間に及びました。

な締め付けがあって、1940年9月には日本のすべてのクラブが RI から脱退となりました。

ロータリーには、二つの公式標語（Motto）があります。一つは「Service Above Self: 超我の奉仕」
、ベ
ンジャミン・コリンズによって提案されました。もう一つがシェルドンによる「One Profits Most Who
Serves Best: 最もよく奉仕する者、最も多く報いられる」です。1950年に定められました。ここで「奉仕」

因みに、多くのクラブは、各地で「曜会」を結成し、戦中戦後を過ごすことになりました。和歌山ロー
タリークラブも「火曜会」として、戦中も集まる機会が作られました。
1949年、GHQ の協力を得て、日本でもロータリーの再結成が許され、東京ロータリークラブが最初に

という言葉が出ましたが、ロータリーは奉仕の団体とされ、活動の基盤は5つの分野に分類されます。即

復帰を果たし、戦前に創立されたクラブがそれに続きました。地区も第60区が割り当てられ、1949年か

ち、クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕と青少年奉仕です。但し、最近の流れとして、社会奉

ら2期にわたり東京の手島知健がガバナーを務めました。和歌山ロータリークラブもこの時期に復帰を果

仕、国際奉仕と青少年奉仕は、社会奉仕として纏める方向にあります。標語ではありませんが、テイラー

たしています。1951年からは大阪の星野行則がガバナーに就きました。この頃にはロータリークラブ数

の提示した職業倫理指針「四つのテスト」は、1943年に職業奉仕プログラムとして取り入れられ、現在

は75と急拡大、会員数は2,947人と大幅に増強され、戦前のレベルを凌駕します。以降も順調にクラブ拡

ではロータリーの基本理念を示す最も重要な声明とされています。

大と会員増強に成功し、1952年から2地区に、1955年からは4地区と多地区体制となりました。

日本で最初のロータリークラブが誕生したのは1920年。東京ロータリークラブがそれです。ダラスロー

1958-59年には5地区体制となり、クラブ数316、会員数も12,500人まで増強されました。和歌山県は

タリークラブに在籍した三井物産の福島喜十次から設立の相談を受けた、三井銀行の米山梅吉が構想を立

第365地区に所属し、ガバナーは関西学院大学学長の今田恵氏。2月23日には、和歌山ロータリークラブ

て、創立に運びました。米山は、初代会長を務め、その後も国際ロータリーの役員を歴任するなど、日

の垂井清之助会員が特別代表に、山本弥太郎会員が創立協力委員長となり、和歌山東ロータリークラブ

本のロータリーの象徴となっていきます。

が和歌山市初のアディショナルクラブとして創立総会を迎えることになりました。初代会長は荻野憲一

日本で二番目に出来たクラブは、1922年にできた大阪ロータリークラブ。福島喜十次が、三井物産大
阪支店次長として大阪に赴任したところから、当時、加島銀行で大阪財界にも影響力を持つ星野行則に
相談したところ、上手く創立にと運ぶことができました。星野は、当時の RI 事務総長チェス・ペリーに
直接会って、大阪クラブを RI 直轄クラブとしてスタートさせました。
1923年9月、関東大震災で首都東京はじめ関東全域が被災。世界のロータリーから義捐金や救援物資

郎氏、初代副会長に山本進重郎氏、初代幹事は薗村嘉八郎氏で活動を始めることになりますが、この際、
縁の下の力持ちとして初代会務委員長の中村広男氏が大活躍されたことも特記されています。
現在のクラブ数は2,230を超え、会員数も85,000人前後に育ちました。割り当てられた地区数も34、ゾー
ンも3つに跨ります。また何より、東ヶ崎潔、向笠廣次、田中作次と3人の会長を輩出できたのも誇るべ
き成果と言えるでしょう。

が届けられることに。被災して機能しない東京ロータリークラブに替わって大阪ロータリークラブは窓

現在の国際ロータリーでは、多様性、柔軟性や包含性が重要と規定されています。具体的な行動計画

口機能を引き受けて全面的支援に回りました。機能を戻した東京ロータリークラブは、その義捐金や物

では2023年に、女性会員を30% にまで増やそうと目標設定がされています。ジェニファー・ジョーンズ

資を利用して、孤児院建設や警察への協力を通して復興に尽力しました。これが本格的な対外的活動となっ

が2022-2023年度 RI 会長に就任することは、その流れに沿った象徴的な出来事として捉えられています。

た日本のロータリーは、この社会奉仕を柱に活動を活発化させることになります。
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