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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 8月  6日（木） 会員卓話
和歌山南Ｒ．Ｃ． 8月  7日（金） 卓話 骨髄バンクについての劇 「…もう一人の君に！〜夏子〜」上演を前に劇団往来　女優　栄羽　信子さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． 8月  7日（金） 卓話 「地球温暖化とわたしたちの暮らし」 和歌山県地球温暖化防止活動推進委員　外薗　晴海さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． 8月10日（月） 例会変更
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 8月10日（月） 卓話 「カラオケが上手になる方法」 福本　恒夫会員
和歌山Ｒ．Ｃ． 8月11日（火） 休会
和歌山西Ｒ．Ｃ． 8月12日（水） 休会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 8月12日（水） 休会

●卓話「夢に向って、前進あるのみ」
 和島興産㈱代表取締役社長（和歌山アゼリアＲ．Ｃ．）　
　　 島　和代さん
●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
「我らの生業」
●ビジター紹介� 山本　進三 親睦委員長
和歌山北Ｒ．Ｃ． 初田隆生さん（会長）、青木保誠さん（幹事）
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 石橋瑳禧子さん、川野富喜子さん
北畑充香さん、西田美恵子さん、松田美代子さん

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５３名（内出席規定適用免除会員１０名）
７月３０日（本　日） ３４名 ７９．１％
７月１６日（メーキャップ後） ４１名 ９５．３％

本日の例会� 8月6日（木）

次回の例会� 8月20日（木）

●�卓話「薬物依存症者の回復支援」
 和歌山ダルク代表　和高　優紀さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ＳＴＡＹ（コブクロ）
愛のゆくえ（山下康介）

●クラブフォーラム「会員増強」

●卓話
 ２６４０地区クラブ拡大委員会委員長　豊澤　洋太朗さん

① 岡本会員の通夜、告別式には多数の会員の方にお参り頂き、又受付、門礼等のお手伝いをして頂
き有難う御座いました。
　岡本会員は当クラブ第35代目会長として当クラブの発展に多大なるご貢献をなされました。当クラブ
　には無くてはならない方で、大変尊敬する先輩を亡くし大変な悲しみでございます。岡本先輩のロー
　タリーを愛した心を心肝に染め、これから東クラブを益々発展させて行くのが岡本会員の心に応える

ものであると思いますので、どうか宜しくお願い致します。これから岡本会員の楽しいお話が聞けないのが残念です。
②７月２０日のマリーナでの移動例会には多数の方のご参加を頂き、有難う御座いました。しかし、港花火が中止となり、
楽しみにしていた日本丸からの花火鑑賞が出来なくなり大変残念でした。
③７月２６日の紀の川河川敷の清掃活動に大変暑い中で御座いましたが、大勢のご参加を頂き有難う御座いました。
④宮里藍ちゃんが米ツアーで初優勝しました。日本人で史上最年少です。これからの藍ちゃんの活躍が益々楽しみに
なって来ました。
　片や史上最高齢ではありませんが、内畑会員が６月１１日に神奈川県の秦野カントリークラブで、エイジシュートを達
成されました。今年７６歳でスコアが７６（レギュラーティ6069ヤード）です。おめでとう御座います。今回が２度目と
の事です。日頃から健康に留意され、内畑会員の３つのポリシーの一つが「自己の健康管理維持の徹底」であり、
毎朝ウォーキングを欠かさず、去年ロータリーで京都に旅行したときでも朝一時間のウォーキングをなされたとお聞き
しています。日頃の鍛錬の結果だと思います。内畑会員には、これから史上最高齢を目指して頑張って頂きたく思
います。

⑤それから、先週22日の皆既日食は、和歌山は曇りでしたので、あまり実感がありませんでしたが、４６年ぶりの宇宙ショー
に日本のみならず世界が興奮した模様がニュースで放映されました。中国での報告では、明るい昼間から一変、真っ
暗な夜になり、そして５、６分後明るい昼間に戻る様子がリアルに表現されていました。又宇宙から見ると月の影が
青い地球に黒く投影されており、一定の宇宙の運行の中の出来事ですが、地球は壮大な宇宙の営みの一部である
事を体感させられました。今期親睦委員会から、皆既日食観察ツアーの企画がありクラブの親睦事業として参加を
募りましたが、参加希望が少なく取り止めになってしまいました。日本での次回の皆既日食は2035年9月2日です。見
られる範囲は関東北部から長野、新潟辺りです。山本親睦委員長には再度２６年後に親睦委員長として皆既日食観
察ツアーを企画し、リベンジして頂きたく思います。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

・ロータリーレート変更のお知らせ　（１ドル：９８円　→　９４円）
・８月１３日　休会
・こばと学園だより ................................................................................................................回覧
・２００９－２０１０年度のための地区協議会記録 ................................................回覧
・和歌山東南ロータリークラブ　事務所移転のお知らせ

・和歌山中ロータリークラブ　事務所移転のお知らせ
・ガバナー事務所、ガバナーエレクト事務所　夏季休暇のお知らせ（休暇：８月１０～１５日）
・岸和田ロータリークラブ　５５周年記念ＣＤのご案内

和歌山西警察署少年補導員連絡会が健全育成活動の一環として小学生と中学生が暑中見舞いを出すという活動を
行い、当クラブも協力いたしました。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

７月２５日（土）クラブ委員長会議　野井　晋 ／ ８月１日（土）クラブ委員長会議　田原　久一
７月２７日（月）和歌山北Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一

（敬称略）

岡本　公爾さん ご会葬御禮。
島　　和代さん  私の様な者が卓話にえらんでいただいた事、大

変ありがたいやら、はずかしいやら…
 でもがんばります、よろしくお願いします。
 東ロータリーのますますの発展を願っています。
アゼリアロータリー応援団一同
  アゼリアロータリーのホープ！島和代さんの卓話、

応援にまいりました。
  卓話者も美女ですが、応援団も美女揃いです。

（あ～恥しいです）
和歌山北Ｒ.Ｃ.  会長　初田隆生さん、幹事　青木保誠さん
  和歌山東Ｒ.Ｃ.の皆様、今年度は合同例会等いろ

いろお世話になります。
 どうぞよろしくお願い申し上げます。
山東　勝彦さん  内畑さん２回目のエイジシュート達成おめでとうご

ざいます。記念タオルありがとうございました。
内畑　瑛造さん  島和代さん暑い中卓話に来て頂き有難うござい

ます。
野井　　晋さん  内畑さん２度目のエイジシュートお目出とう！！
野井　　晋さん  母の七回忌に帰って来ていた娘と孫２人、今朝

シヤトルに向け帰米しました。
 ちょっぴりサミシイ思いをしています。
村田　昌之さん  最初の卓話に島さんにおこし頂きありがとうござ

います。

西本　　亨さん  内畑瑛造様此度はまたまたエイジシュートを達成
されおめでとうございます。

 私もがんばって経験したいです。
玉置　博康さん  夏の高校野球２０日分です。
島　　公造さん 和代お姉様本日の卓話楽しみにしています。
  またアゼリアロータリークラブよりたくさんのメン

バーが来て頂きありがとうございます。
松田　洪毅さん  本日は島様始めアゼリアロータリークラブの５名

の美人の皆様大変おいそがしい中おいでを頂き
感謝致します。

山本　進三さん  生まれてくる子どもの性別が分かりました。男の
ようです。

山野　武彦さん  島和代さんのお話し楽しみにしています。
糟谷　元春さん  内畑さん再度のエイジシュートおめでとうござい

ます。
樫畑　友洋さん  島和代様お忙しい中本日はありがとうございます。
吉田　篤生さん  紀の川河川敷清掃御協力ありがとうございました。
谷口　文利さん  島社長、忙しい中お越し頂きありがとうございます。
野上　泰造さん  島和代様よろしくお願いします。アゼリア応援団

の皆様御苦労様です。
赤井　雅哉さん  ＳＡＡの瀧川君が今日はダメということでＳＡＡを

させていただきます。失礼、失敗はご容赦下さい。
阪神タイガース応援団一同
 勝った時のビールのおいしい事よ。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １８６，３００円（計２０名　２２件）（お誕生日お祝い  ２５，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  ４６２，２７２円）  累計額  ４９２，２７２円 
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新入会員歓迎祝賀会のご案内
８月１７日（月）　１８：３０～　東急イン

情報規定委員会 夢に向って、前進あるのみ岡野　年秀�委員長 和島興産㈱代表取締役社長（和歌山アゼリアＲ.Ｃ.）島　和代さん

松本空港ロータリークラブ　夜間合同例会のご案内
９月１１日（金）　１８：３０～　（和歌山　１６：００出発）
高野山宿坊　恵光院

親 睦 委 員 会 山本　進三�委員長

先日の紀ノ川清掃にはたくさんの方にご参加いただきましてありがとうございました。暑い中ですが
継続してやっていけばよりきれいになると思いますので来年もこの企画がありましたらよろしくお願いいた
します。

社会奉仕委員会 吉田　篤生�委員長

委 員 会 報 告

皆さん　こんにちは。本日は第一回の卓話とお聞きしました。私のような者ですが光栄に思っており
ます。
私は小学校、中学校、高校と、勉強があまり好きでなく、熱心ではございませんでした。田舎でとて

も苦しい生活をしていましたが、姉が美容師でお金儲けをしたので、これは私も美容師になってと思い
まして、姉がやっていた和歌山にきて、そこを手伝いながら美容学校に通っていたのですが夫に捕まっ

てしまいました。
主人の家はぼろぼろでお金がなく、夫が給料を持って帰ってきてくれないので、私は姉の美容室を手伝って祝儀をも

らい生活するということを３０年くらいやりました。
苦労して苦労して、やっと島精機がよくなりかけて、社長の家はあんなぼろぼろかといわれるのでやっと家を建てた

のですが、そんなとき組合ができました。組合員が家の前に来て社長の悪口を言うのですが、子供に悪い影響を与え
てはだめだと思いまして「お父さんは絶対に悪いことはしていないから。あなたたちは遠慮しなくていいから顔をまっ
すぐ上げて歩きなさい。」と子供に躾けました。
私はもともと引っ込み思案でおとなしく、皆様の前でお話できるような性格ではなかったのですが、苦労して苦労して
皆様の前でお話できるようになりました。
苦労のどん底を見てきますと度胸がつくといいますか、悪いこともしていないし、堂々と生きていられる…。そういう

風なものが養われてきたと思います。
私が和島興産という会社を作りましたのは、ずっと化粧もしませんでしたので店を持つと化粧もするようになるだろうと
いうことで最初は小さい店を持ちたいと思いました。それで、店を持たせてと夫に言いますと、夫が「お前の体は大き
いから服を買いに行っても合わないだろう。自分でサイズを合わせられるような店を作ったら…」ということでニットの
店を持つことになりました。
主人はお金のないときから、一番最高のものを目指すんです。人に喜んでもらうことと、自分の夢を果たすことばか

りで、お金もないのに最高のものを目指します。家を建てるにも機械を作るにも最高のものを作ろうとします。ですから
店を作るにもそうで、借金借金でした。やっと落ち着いてきたかなと思ったら今度は「丸正をお前が買え」というのです。
私は７０歳にもなって今更と思ったのですが…。夢に向かってといってますけれど、主人の夢を押し付けられているみた
いなものです。
成功はしたのですが、娘がタクシーの運転手に「まだ儲けたいのか」と言われたことがあります。世間の人という
のはそういう人が多い中で、私は「なにくそ！」と思ってがんばりました。
生まれたら人間は死にます。だからその間に、如何に皆様の心に残るような人生をおくるか、人様のためになるよう
な人生をおくるかということが一番大切かなと思います。
私は上場するまでがんばってきて、がんばってきた末に病気になりました。３ヶ月入院しましたが「くじけない」とい

うことが大切です。ほかの病院の方が私のところに相談に来るのですが私はそれを慰めて元気付けていました。
昔からケセラセラの生活をおくってきましたので、その性格がよかったのでしょうか。
今の時代は悪い悪いといわれていますが、これはみんなが悪いので、私たちだけが悪いのではない、だからそれ

を如何に乗り切るかが問題であって自分の考え方ひとつです。
先日もゴルフのお誘いに、フォルテが気になって断ったのですが「あれは奥さん、遊びでやってるんやろ」って言わ
れてぶちきれました。お金があるからやっているんだろうと思われますが、自分たちのために使うお金は本当にありませ
ん。世間のためにと言えば大袈裟ですが、主人は「お金を持つと人間おかしくなる」といって、上場したときも借金を
返して、家を建てて、残ったお金は寄付してしまいました。「まだまだ若いから働けばいい。働かないと悪い方向に向
いていく。」という考えでした。夢に向かって働くことで、いろんないい人にめぐり会えました。これが私の財産だと思
います。
主人はいつも“竹”にたとえるのですが、竹には節があって、穂が垂れるように曲がりますが嵐が来ようと折れない。

節が一番大事だ。底辺を一生懸命やる。今、一番悪いときですが、節をしっかりとみんなで作ろうと。たくさん節を作っ
ていけば和歌山も必ずよくなると思います。私も微力ですが皆さんに助けていただきながらがんばります。
「心打つ人生、心打つやさしさ、そんなあなたに出会いたい」という言葉を最後にいたします。ありがとうございま

した。

紀の川河川敷一斉清掃
� 社会奉仕委員長��吉田　篤生

７月２６日（日）Ａ.Ｍ.８：００　　紀の川河川敷一帯
「川が好き、川にうつった空も好き」

国土交通省の呼びかけでこの清掃活動は年々参加者が多く大きなイベント化しています。当クラブからも、１４
名の参加を頂き清掃に汗を流して頂きました。
厚く御礼を申し上げます。
河川敷も昔と比較して大変ゴミが減少、ゴミを探すくらいです。捨てる人が減り、拾う人が多くなる良い現象と

思います。谷口会長さん差し入れ有難う御座いました。

参加者（敬称略）
乾　　敦雄　　内畑　瑛造　　加藤　裕司
笹島　良雄　　笹島加枝子　　谷口　文利
田原　久一　　野井　　晋　　野上　泰造
古屋　光英　　堀岡　忠男　　真野　賢司
八幡　建二　　吉田　篤生

卓　話



訃　報� 平成21年7月26日　��御逝去　　　　　　　　　　　　　　

　　　　　岡本　哲爾さん
晴天の霹靂の如く、岡本さんの悲報が伝わり会員一同、未だ信じ難く茫然たるものがあ

ります。
衷心より、御生前の御遺徳を偲び、敬意と感謝を申し上げます。御冥福をお祈り致します。

＝評　伝＝
1. 略　歴
 ・和歌山東ロータリークラブ入会　　1976.10
 ・生年月日　　S3.7.17
 ・役職　和歌山東ロータリークラブ会長　　1993～ 1994年度
 　国際奉仕委員長、世界社会奉仕委員長等　歴任

2. シンガポールロータリークラブとの姉妹クラブの締結（1982年10月20日）

 姉妹クラブの締結が成就したのは、岡本さんの一方ならぬ御努力の御陰でした。

3. 和歌山東ロータリークラブへの薫陶
  卓越した経営の理論と実践を驕ることなく、会員に良く接しお話を頂きました。折につけての卓話の内容も
濃く、ユーモアに富んでのお話は楽しく勉強させて頂きました。

4. ゴルフ部への御盡力
ゴルフ部の会長として、その元気なプレーと明
るさで、会員をなごませ、まとめて素晴らしい力
を頂きました。

5. 才能の多彩さ
和歌山県の習字展・写真展は
常に出品されて、審査員の高
い評価を得られていました。

載文責任　笹島　良雄

岡本さんを偲んで　　　　楠本　章

－巨星逝く－　余りにも早く、突然の訃報に接し辛く言葉も無し。例会では、ずっと同じテーブル
で話に花を咲かせ、ゴルフではいつも明るく、楽しく交誼をして頂き、感謝以外にありません。
大切な戦友の御冥福をお祈りします。

1. 真実かどうか 3. 好意と友情を深めるか

2. みんなに公平か 4. みんなのためになるかどうか

クラブ雑誌・広報・ＩＴ委員長会議報告
７月１８日（土）　於　田辺職業訓練センター　　出席（代）笹島　良雄

１． 寺下卓ＩＴ委員長
動画チャンネルを開設した投稿、可です。地区ホームページにクラブの活動状況を知らせて欲しい。
クラブのホームページも可能なれば年度単位にしたらと思う。
－地区資料編集－　データ化している。各クラブも出来たらスキャナーでデータ化してはどうか。

２． 情報・規定委員会、ＩＴ委員会
地区ホームページで入会候補者、フレッシュ会員の情報提供ページの作成を行う。
各クラブよりアンケート形式で情報を得たい。

３． 河合真吾雑誌・広報委員長
「ロータリーの写真展」を作成したので、各クラブ活用して欲しい。
毎月配布している月信の「手に手つないで」は村上ガバナーの決断で全会員に配布する事にした
のは、画期的な事である。

４． 感　想
イ．２６４０地区のクラブ数が７２クラブと減少。
ロ．高速道路の低料化で車で行く人は、殆ど大幅遅れ注意。
ハ．各クラブ委員長さんかなり欠席目立った。

シンガポールクラブ会長と
（通巻2291より）

第４回　東RCゴルフ大会（通巻2026より）

部活動便り　　〈第4回　東RCゴルフ大会〉
順位
優勝
2位
3位
4位
5位

ｏｕｔ
４５
３９
４２
４７
４４

ｉｎ
４９
４４
４３
４０
４２

計
９４
８３
８５
８７
８６

Ｈ.ｃｐ
２２
１０
１１
１２
１１

Ｎｅｔ
７２
７３
７４
７５
７５

新ｃｐ
１５
８
１０
１２
１１

プ　ロ
岡本　哲爾
笹島　良雄
吉川　　諭
内畑　瑛造
見本　久生

成績表

NP　玉置、吉川、岡野、山東、名手、笹島

　３月１３日に今年度第４回大会が和歌山ＣＣにて行われまし
た。これは１月２７日の悪天候中止による仕切り直し大会です。
午前中は寒気が残りましたが、途中より良いゴルフ日和りとな
り、全選手がハッスルしました。優勝の岡本会員は太平洋の洋上研修で開眼されたか、圧倒的な飛距離で他を圧倒されま
した。優勝のインタビューでは謙虚にも「よだれの前掛け」的な優勝と言われましたが、実際は堂々たる圧勝で暫くは岡本旋
風が続く予感がします。

岡本　哲爾さん
古豪復活の優勝

左／第54回　和歌山県書道協会展 
「山光澄我心」
右／第54回　和歌山県美術展覧会 

〈入選作品〉「街」

ポール・ハリスの言葉「人生訓」
　私たちの生きる目的とは何でしょうか。
　学ぶことです。
　何を学ぶために生きているのでしょうか？
　学ばなければならない唯一のことは、どうすれば自己にとらわれないようになるかということです。私たちはそれ
を学ばなければなりません。学ばないわけにはいきません。ひとりでに学ぶことができなければ、強制されるでしょ
う。遅かれ早かれ、私たちは自己と決別せざるをえません。最後の日を迎えるまで、自己にとらわれているかもし
れません。あるいは自然に、徐々に、そうです、喜びをもって、自己と決別できるかもしれません。18歳のとき、あ
なたは100パーセント、エゴそのものです。そうではありませんでしたか？単に自己中心的であるばかりでなく、徹

頭徹尾自分のことだけ考えていました。トーマス・カーライルによると、18歳で、人は嫌味の極致に達する、ということです。
　それから、仕事に就きます。そして、あなたの自我が屈服します。次いで、結婚します。結婚に伴い、あなたの自我はまた屈服し
ます。そして幸い子供に恵まれましたら、そのときまでには、あの100パーセントのエゴで残っているものはほとんどないでしょう。自
我との決別はこのように徐々に、自然に、喜びを伴いながら来ますので、あなたは自分の内部で何が進行しているかほとんど気付か
ないでしょう。それぞれの経験は、待ち望まれ、言い表しがたい喜びをもって期待されたものです。これは犠牲でしょうか？そうです、
犠牲と呼ばれてきたかもしれません。しかし、あなたは、犠牲を払うという栄誉のために懸命に闘ってきたことでしょう。
　これが極く自然な学び方です。あなたの母親も同じように学んできました。母親の人生は、あなたのよく知っている「無私の奉仕」と
いう主義を最もよく表しています。最後の日を迎えたとき、屈服しなければならないものは、彼女にはほとんど残っていません。彼女
には1パーセントのエゴしかありません。その1パーセントは、揺らぎながら消え去ります。しかし99パーセントは、これまで生きてきま
したし、現在も生きています。そして、これからも生き続けていくでしょう。
　私たちの生きる目的は何でしょうか？
　学ぶことです。
　何を学ぶのですか？
　人生を学ぶのです。
　人生から何を学ぶのですか？
　人生から学ぶのは唯一のことです－人生を送る中で、いかにエゴと決別するかを学びます。

＜ナショナル・ロータリアン、1912年7月号＞

　原子論を専攻する学生が電子を学ぶように、天文学者が星を研究するように人生を研究しましょう。私たちがどこから来て、どこに
行くのか分からないけれど、造物主の目的は優しいものであり、私たちがたゆみなく支援する価値がある、との確信を深めましょう。
　この古き楽しきゲームに興じましょう。乗馬よりはるかによいし、クリケットや野球より魅力的です。この古き楽しき心を奪うゲームは、
すべてのスポーツの王様で、人生と呼ばれています。
　この友好的で公平なゲームを心ゆくまでプレーしましょう。

＜米国カリフォルニア州ロサンゼルスで開かれた、1922年RI国際大会でのメッセージ＞

創設者  ポール・ハリス
（1868 〜 1947）


