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みなさん、こんにちは。
本日谷口会長が高熱のため休まれていますので、急遽代理をさせて頂きます。
先々週は桜が三部咲きという話をしましたが、この４・５日はずっと満開の桜を見ています。先週の土、

日は我がクラブの親睦家族会で淡路島に行って来ました。そこではずっと桜を見ながら七福神のお寺め
ぐりやゴルフをしておりました。ご参加頂いた皆様には大変ご苦労様でした。桜は自分のその時の気

持ちで感傷的にも楽しくもなるもので自分の境涯で桜の見方もかわってくると思います。
その次の日は地区大会のゴルフで白浜の桜を見ました。そして昨日は石川県へ出張に行きましたので、和歌山を出
発してまず山中渓の桜、サンダーバードに乗ってからは、大阪淀川、京都、滋賀、福井そして石川と６つの地域の桜
を見ました。すべて満開でした。
この満開の桜を自分の境涯におきかえ、これからもこの満開を続けていくためにがんばらなくっちゃという気持ちで出
張から帰って参りました。ここにいらっしゃる皆様もそれぞれ一家また会社や病院の長である限り、いつまでも満開の桜
のような人生を歩むことが大事だというふうに思います。私も泣きたいときには仲間に助けてもらって、ずっと満開の桜
でいられるようがんばっていきたいと思います。

会 長 報 告 島　公造 副会長
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 4月15日（木） 卓話 「リーダーに必要なコミュニケーション力」 フリーアナウンサー、ＮＰＯ日本話しことば協会講師 つづろ　ゆうこさん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 4月16日（金） 例会変更
和歌山中Ｒ．Ｃ． 4月16日（金） ＤＶＤ上映 「日本ナショナルトラストさきがけの地　天神崎」
和歌山北Ｒ．Ｃ． 4月19日（月） クラブフォーラム 「雑誌月間にちなんで」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 4月19日（月） 会員卓話
和歌山Ｒ．Ｃ． 4月20日（火） 新会員卓話
和歌山西Ｒ．Ｃ． 4月21日（水） ３５周年記念式典打合せ会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 4月21日（水） 例会変更

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
メーキャップにおこし下さった石脇様、ごゆるりとおくつろぎ下さい。
和歌山青年僧の会から文化講演会のお礼.......................................................................回覧
ＪＣＮＥＷＳ..........................................................................................................................回覧
親睦委員長始め委員会の皆様には、楽しい家族旅行の企画を有り難うございました。天候にも恵まれ、

すばらしい２日間でした。
野井会員、田原会員、古屋会員の三名には、今日、堺西ＲＣの例会へ、カンボジア・スナーダイクマエ孤児院への
支援協力に対するお礼に行ってもらっております。アゼリアＲ．Ｃ．へは私が３月２９日の例会でお礼を申し上げて来ました。
楠本会員から、わざわざ多額のニコニコを事務局まで届けて戴きました。
「近く復帰するから」とのお話です。大歓迎したいと思います。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

４月５日（月）　�和歌山北Ｒ.Ｃ.　上中　崇司、角谷　芳伸、亀田　直紀、岸裏　廣澄、中山　恒夫、中村　靖男、�
西本　亨、堀岡　忠男、真野　賢司

４月５日（月）　�２６４０地区大会ゴルフ大会　内畑　瑛造、岡野　年秀、糟谷　元春、島　公造、玉置　博康、�
名手　功、中野　久生、前田　成蔵、松田　洪毅

４月７日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　松田　洪毅�/�４月８日（木）　堺西Ｒ.Ｃ.　田原　久一、野井　晋、古屋　光英
４月９日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　嶋　忠弘

（敬称略）

前回の例会 ４月8日（木）

●クラブフォーラム「雑誌」
●卓話「県都における地方新聞の役割」
 わかやま新報営業部長　津村　周さん

●ロータリーソング 村田　昌之 ソング副委員長
「四つのテスト」

●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
橋本Ｒ．Ｃ．　石脇　正雄さん

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５１名（内出席規定適用免除会員９名）
４月　８日（本　日） ３０名 ７１．４％
３月２５日（メーキャップ後） ３６名 ８７．８％

本日の例会 ４月15日（木）

●卓話「スケルトン競技用ソリ製造と取り組む」
 ニギテック　社長　仁儀　吉寿さん

●お誕生日お祝い
樫畑　友洋さん  ４月　３日　 嶋　　弘伸さん  ４月　３日
山東　勝彦さん  ４月１１日　 上中　崇司さん  ４月１１日
中山　恒夫さん  ４月２６日　 瀧川　嘉彦さん  ４月２７日

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
Ｅｓ  Ｄｕｒのピアノ線（ＹＯＳＨＩＫＩ）
ＡＭＥＴＨＹＳＴ（ＹＯＳＨＩＫＩ）

●卓話「リタイア、その後」 元会員　山本　博之さん

次回の例会 ４月22日（木）

松田　弘
ひろ

治
はる

さん
住友生命保険相互会社和歌山支社　支社長 （Ｓ２９．７．３１生まれ）

紹介者　西本　亨さん

新入会員ご紹介

津村　　周さん 卓話のお礼をニコニコに頂きました。
楠本　　章さん 米寿のお祝いを頂いたお礼です。
山東　勝彦さん  親睦家族旅行会ビンゴゲームで会長賞が

当たりました。
山東　勝彦さん  谷口会長のゴルフ初見参スコア当てでバッ

チリあてました。
西本　　亨さん 松田新会員様のご活躍を祈ります。
寺下　浩彰さん 津村様本日は卓話宜しくお願いします。
中野　幸生さん  一度行ってみたいと思っていましたインド

への視察旅行に行かして頂きました。
 忘れられないようにニコニコへ。
山本　進三さん  親睦旅行、淡路移動例会無事に終了する

ことができました。また多くのご参加された
皆様からお礼の言葉をいただき、恐縮して
います。 本当にありがとうございました。

笹島　良雄さん  淡路、洲本カントリーのゴルフ大会は大変楽
しく盛会でした。谷口会長お疲れ様でした。

宮本　和佳さん  淡路の旅、山本親睦委員長御苦労様でした。
藤井　義宣さん  淡路での親睦旅行はありがとうございまし

た。楽しかったです。
松田　弘治さん  入会させていただきまして大変感謝しており

ます。

島　　公造さん  親睦家族会のゴルフで優勝しました。
野上　泰造さん  松田さん御入会おめでとうございます。 

津村さん卓話よろしく！

瀧川　嘉彦さん  家内にお花をありがとうございました。

〔お誕生日内祝い〕 楠本　章さん　

〔皆出席表彰〕
村田  昌之さん  八幡  建二さん　堀岡  忠男さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １０９，０００円（計１７名　１９件）お誕生日お祝い  ４９２，０００円　皆出席  １２５，０００円　その他  ２，１３９，６９９円）  累計額  ２，７５６，６９９円 

おめでとうございます！
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親睦花見移動例会
４月３日・４日と親睦委員会の行き届いた配慮のお陰で淡路島
方面の観光、ゴルフを兼ねての移動例会が開催されました。
両日共に絶好の好天に恵まれ、そして桜花爛漫の中、素晴ら

しい家族親睦会となりました。
改めて親睦委員会の皆さん、そして当日一生懸命お世話頂いた山本委員長さ

んに感謝致します。

１． 国立公園  淡路島七福神めぐり
　日本書紀の神話によれば、日本の国を創った「イザナギ」「イザナミ」が最初に生んだ島が淡路島といわれて
います。淡路島には、４００余りの古刹の社寺が存在している。今回の旅行は更に淡路の中でも信仰が厚い「七
福神」めぐりが目玉でした。

イ  八淨寺　大黒天（裕福の神）
大黒さまの「打出の小槌」は“怠け心”“よこしまな心”“弱い心”等を 
打ち振って人の迷いを晴らします。

ロ  智禅寺　弁財天（知恵の神）
音楽の神とも言われます。常日頃言葉ひとつにも他人を思いやる知恵の 
一言一句が福をつみます。

県都における地方新聞の役割 株式会社和歌山新報社　津村　周さん

卓　話

昨年の貴クラブ５０周年記念特集号をはじめ、５年前の国際ロータリー１００年周年記念１００年の森林
づくり２６４０地区特集号など、日頃より格別のご高配を賜っておりますこと、心から厚く御礼申し上げます。

和歌山新報は、４年前から子供も読める新聞作りに力をいれました。新聞を手にしてもらいたい。最
初は興味のあるところだけ見てくれればいい。野球をやっている子は野球だけ、書道をやっている子は

書道だけでいい。新聞は習慣です。慣れてくれば自分の興味がないところも見出しだけは拾ってくれます。そこからま
た興味のあるものを読んでくれます。その習慣から少しでも地元のことを知ってもらえます。地域の話題を大きく取り上
げて家庭に話題を提供します。親子のコミュニケーションの一つのツールにもなります。
それゆえ新聞という健全な紙の媒体がしっかりしないと世の中は頭でっかちで、無責任な社会になってしまう。こと
の信憑性、ものごとの善悪の判断、考える力なども新聞の果たす役割のひとつだと思います。地方新聞は市民が主役
です。中央紙が書けないこと、中央紙が書かないこと、ネットでは調べられない地元のニュースを報道するのが地方
新聞です。身近な話題や出来事をどこよりも詳しくお知らせしていきます。オピニオンリーダーとして地域を明るく、元
気に。子どもたちに夢を与えるのが地方新聞の役割だと考えています。
まだまだ２本足で立てない頼りない新聞社でありますが、社員一丸となり全力を注いでまいります。どうか皆さまの応
援をお願い致します。県都唯一の日刊地方新聞「わかやま新報」を育ててください。
最後になりましたが、和歌山東ロータリークラブ様のますますのご発展、併せてメンバー皆さまのご繁栄、ご多幸を

祈念申し上げます。どうもありがとうございました。

ハ  宝生寺　寿老人（長寿の神）
美しく年を重ねるには、日常鶴のように美しく亀のように耐える勇気、 
そして鹿の様に注意深く生きたい。

ニ  長林寺　福禄寿（大望の神）
分を越えて求むることなく、財を費やさず陰徳を積む者は福に恵まれる、 
等々。

ホ  護国寺　布袋尊（和合の神）
人生は清濁を合わせ呑み込む。ハラを持ち、他人の話を聞き分けて、 
言ってはならぬ事を耳たぶに貯めて大きくなりましょう。

ヘ  覚住寺　毘沙門天（勇気の神）
一家の柱のお父さん、一家一族を守るため、この人生の激流に仁王立ち！！
父の慈悲と母の愛、相互に相まって一家和楽の風が吹く。

ト  万福寺　恵美酒神（律儀の神）
左手の鯛は「めでたい」のたい。一般には「芽出る」の意味。 
右手の釣り糸は一筋は礼儀を重んじ、迷いなく人間らしく生きぬけの示唆。

２．大塚国際美術館
　鳴門市にある美術館は展示スペース約１万坪を有し「陶板名画美術館」としても大変高名な所です。鳴門海
峡の「一握りの砂」が起点となった陶板技術は世界的に有名であり必見の価値がありました。
　すばらしい芸術品の数々に感銘を受けて帰りました。
　帰路の鳴門海峡の渦上４５ｍからの激しい潮流も圧巻でした。

３． ゴルフ　洲本ゴルフクラブ
　松林に囲まれ、そして桜が満開、コースは海抜６０メートルの丘陵地乍ら、距離ありバンカー少なからず、ロン
グヒッター向きのコースに、参加１１名が善戦苦斗しました。
　天候に恵まれ、コースに恵まれ、良き友に恵まれ、楽しい一日
でした。
　優勝、島公造さん、２位　岡野年秀さん、３位　藤井義宣さん、
谷口会長さんは２８年振りのラウンドにもかかわらずスコア１３８で
善戦苦斗賞を獲得されました。
　御礼　ゴルフ大会には、谷口会長、野上幹事さんより賞品を頂
き有難う御座いました。


