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会 長 報 告� 赤井　雅哉  会長

幹 事 報 告� 佐藤　義記  幹事

　みなさん、こんばんは。

　今日は、和歌山東ロータリークラブ創立61周年記念例会そして長寿を祝う会となります。

　私も入会して11年になりますが、入った当初は60歳を目途でそれまでは遊んでと思っていま

したが若々しい先輩とご一緒でき、まだまだ頑張っていこうと思えるこの長寿を祝う会がとても

楽しみになってきました。

　そして、新型コロナウイルスで懇親会も中止が多くなっていますが、こうして今日、ロータリーの皆さんと懇

親の場を持てる喜びと負けないで頑張っていきたい思いで今日の記念例会と長寿を祝う会に感謝し共に楽しみた

いと思います。

　親睦委員の皆さん、本日は本当にご苦労様です。ありがとうございます。

◦�３月５日は札幌への移動例会となり、通常例会はありませんのでお間違いのないようよろしく

お願いします。

ありがとうございました

■創立記念例会

■ロータリーソング� 島　公造　ソング委員長
「和歌山東ロータリーの唄」
「手に手つないで」

■ビジター報告� 亀田　直紀　親睦委員長
和歌山 R.C.　6名

■卓話「紀州徳川家の教育の思想」
和歌山信愛大学　教授　木本　毅さん

■ピアノ演奏� 中井　利枝さん
枯れない花（妹尾　武）
Caribbean Wind（大村　雅郎）

出席報告 会員数 43名（内出席規定適用免除会員8名）

島　公造　出席委員長 2月20日（本日） 31名/40名 77.5％ 皆さん、出席してください。

内畑　瑛造さん� 本日創立記念例会できれいな

お花を頂き有難うございます。

� これからも一日一日を有意義

に過ごして行きたいと思ってお

ります。

村田　昌之さん� 祝創立61年。

中江　遵義さん� おめでとうございます。

島　　公造さん� 在籍30年表彰をいただきました。

� 早30年、先輩達はたくさん向

こうへ行きました。僕はまだ今

生にしがみついてがんばります。

田原　久一さん� 祝創立記念。

中野　幸生さん� 61周年記念をお祝いして。

中山　恒夫さん� 創立記念例会を祝して。

山本　進三さん� 創立記念例会を祝して。

堀岡　忠男さん� 祝61周年記念例会お目出とう

御座います。当クラブの益々

のご発展をお祈り致します。

山野　武彦さん� 創立61周年記念誠に御目でと

う御座居ます。

瀧川　嘉彦さん� 在籍表彰ありがとうございます。

樫畑　友洋さん� 祝創立記念例会！

上中　崇司さん� 祝61周年！

乾　　敦雄さん� 祝！創立記念例会。

片岡　聖佳さん� 創立記念例会を祝して。

木下　智仁さん� 創立記念を祝して！

古屋　光英さん� 創立61周年をお慶び申し上げ

ます。

古屋　光英さん� 私ごとながら古希を迎えまし

た。今後共よろしくお願い申し

上げます。

奥村　申二さん� 祝創立記念例会！

藤村　孝義さん� 創立記念例会を祝して。

細川　竜二さん� 創立記念例会を祝して。

関戸　正浩さん� 創立記念おめでとうございます。

上田　泰孝さん� 創立記念例会を祝して。

刀祢　真大さん� 周年おめでとうございます。

山﨑　　肇さん� 創立記念例会開催おめでとう

ございます。

赤井　雅哉さん� 創立61周年記念例会を祝して。

佐藤　義記さん� 祝創立記念例会。

加納　研次さん� 祝、創立記念。

にこにこ箱

本日の例会� 2月27日（木） 前回の例会� 2月20日（木）18:30~　於ダイワロイネットホテル和歌山4F

本日の累計…99,000円（計27名28件）　〔お誕生日お祝い…365,000円　皆出席表彰…25,000円　その他…993,460円　累計…1,383,460円〕

■移動例会

次回の例会� 3月5日（木）18：30～　札幌東急REIホテル

内畑　瑛造さん　　米寿

中野　幸生さん　　傘寿

古屋　光英さん　　古希

ご 長 寿 お 祝 い

お め で と う ご ざ い ま す

お め で と う ご ざ い ま す

島　　公造さん　　在籍30年

瀧川　嘉彦さん　　在籍15年

在　籍　表　彰



❸好意と友情を深めるか❶真実かどうか

❹みんなのためになるかどうか❷みんなに公平か

創 立 6 1 周 年  記 念 例 会
18：30 ～　ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

吉田直前会長の
乾杯のご発声

アトラクション
岩見忠彦さんと
保井元吾さん

　平成31年、私たち
の和歌山東ロータリー
の60周年事業におい
て、JR和歌山駅前に
観光マップを寄贈しま
した。
　当時の吉田会長は、
「和歌山市の友ヶ島

に中央子午線（東経135°）が通っている。」と言って、それ
を観光マップに記載し、尾花和歌山市長も「知らなかった。」
という事で当時、話題となりました。
　そもそも友ヶ島には中央子午線は通っていなかったのですが、
測量法の改正により通ることとなった、と説明をしていましたが、
その事につき専門家から少し説明をします。

 日本測地系とは
　明治新政府が採用した準拠楕円体に基づく経緯度の体系
で、明治初期、新政府が全国をカバーする地形図の整備の
ために開始した測量で、ドイツにならってベッセル楕円体が
採用されました。

 世界測地系とは
　人工衛星時代の世界標準の準拠楕円体に基づく経緯度の
体系で、現代の宇宙観測技術により実際の地表面に全体とし
て最も近い回転楕円体面が明らかになってきました。この回
転楕円体が、GRS80楕円体で、WGS84ともいい、いわゆる
地球の重力中心の楕円体で、衛星が周回する円の縮小版の
ようなものです。

 測量法の改正
　GPS（GNSS）の普及汎用により、いわゆる座標というもの
が、日本の中だけの概念ではなく、世界の中の座標という概
念となってきました。もちろん船舶や、航空機など世界各国
に伸びており、これについては世界測地系にて運用されてい
ましたのが、日本では日本測地系と世界測地系の二本立てで
運用されていました。その変換手間は、何の意味もなくなっ
てきましたので、2002年測量法が改正され、それまでの日
本測地系を不採用とし、世界測地系一つになりました。この
時期に各国も世界測地系に変更されています。

 世界測地系と日本測地系の違い
　私たちのような測量を仕事とするものは、変換パラメーター
というものを用いて、旧の日本測地系を世界測地系に簡単に
変換することができます。
　では一体何が変わったのか？というと、難しい話ですが、
採用する楕円体の違いにより、グリニッジ天文台を0°とす
る、そもそもの各国の測地系にも、ずれが生じてきました。
WGS84楕円体の仮想中心点の違いが原因です。日本の中央
子午線付近では、約400ｍほど東にずれたために、それまで
紀伊水道を走っていた中央子午線が友ヶ島の灯台付近を通
る事となったのです。

 土地家屋調査士制度70周年事業
　私の所属する日本土地家屋調査士会にて令和2年が制度
70周年事業で各都道府県の土地家屋調査士会にて記念事業
を行えとの通知が来ました。
　当会の会長から私の方に何かいいアイデアがないかと持ち
掛けられたとき、東ロータリーでの60周年事業を思い出し、
中央子午線の記念碑の建立をして和歌山市に寄付をしては、
というアイデアを出させていただきました。
　現在友ヶ島には中央子午線の碑のようなものはあるのです
が、これが大きな杭を打ったような代物で、観光客に見向き
もされていない現状がありました。
　今、加太地区は和歌山市が観光資源として注視し、また友ヶ
島は宮崎駿の「天空の城ラピュタ」の聖地としてジブリファ
ンに愛されている場所です。
　このアイデアが役員会で採用され、令和元年12月に、和
歌山市観光課に赴き、上記事情を説明し、土地の所有管理
は和歌山市であるが、瀬戸内国立公園のなかにあるので環
境省と話をしてほしい旨を伝えてきました。
　年を明けてすぐ、観光課から電話があり、「国の承認は取
れそうだ、とりあえず来てくれないか。」とのことでした。
　行ってみると、課全体で迎えられ、「ぜひ事業として行って
ほしい。逆に出来ませんでしたでは困る。」と言われ、いよ
いよ着手する事となったのです。
　先日、記念碑をデザインするデザイナー（私の友人の伝手
で知り合いました。）と会い、また潮風に強い碑とするため、
大理石とステンレスのオブジェに決定し、その関係者とも話
をし、デザイン、予算、時期などを打合せをしました。
　ただ、まだまだいくつもの難題が待っております。まずは
・予算（建立費ともで約500万円程かかる）
・�友ヶ島までの輸送方法とその費用（重さが100キロを超える）
・�友が島の灯台までの運搬（観光課の軽トラックを借りるつも
りだが積載方法など。）
　和歌山東ロータリーでの
60周年事業のようにうまく
いけばいいと本当に願って
います。
　何とか今年の11月頃に
は除幕式まで持って行きた
いと思っています。

お知らせ　「日本中央子午線と和歌山東ロータリーの出会い」� 片岡　聖佳さん

現在の友ヶ島の記念碑

イメージその1 イメージその2　和歌山工業高校80周年記念碑

手に手つないで


