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2012年8月30日（木）
週報 / VOL.54 No.8（通巻2554）

1. 真実かどうか　2.みんなに公平か　3. 好意と友情を深めるか　4.みんなのためになるかどうか

中村　靖男さん 家内の誕生日に美しいお花を頂き有難うございました。
村田　昌之さん Ｓｅｉｓａさん本日はありがとうございます。
寺下　浩彰さん 星沙さんようこそいらっしゃいました。
谷口　文利さん 星沙さんお話楽しみです。
中山　恒夫さん タカラジェンヌをお迎えして。
笹島　良雄さん 星沙さん本日は誠に有難う御座いました。
岸裏　廣澄さん 星沙さん本日卓話よろしくお願いします。
瀧川　嘉彦さん 星沙さん。卓話楽しみです。
樫畑　友洋さん 家内の誕生日にきれいなお花をありがとうございました。
上中　崇司さん 星沙さま、卓話ありがとうございます。楽しみにしております。
後　　　亮さん 星沙さん、妻がお世話になり有難うございました。来年は、私が参加します。
島　　公造さん 星沙さん、本日は我がクラブでの卓話ありがとうございます。
山本　進三さん 星沙さん、本日の卓話よろしくお願いします。楽しみにしています。
乾　　敦雄さん 星沙様、本日の卓話よろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕
三毛理一朗さん 光陰矢の如し、年齢は忘れてしまいました。
中村　靖男さん 医業を離れ、静かな老病療養を続けています。
八幡　建二さん お誕生日祝いを頂いて。
亀田　直紀さん お誕生日祝いを頂いて。
佐藤　義記さん お誕生日祝いを頂いて。

出 席 報 告 会員数 ４４名（内出席規定適用免除会員１６名） 　山東　勝彦 出席委員長
皆さん、出席してください。

8月23日（本　日） 24名 66.7％ 8月9日（メーキャップ後） 34名 89.5％ 欠席者4名

本日の累計  89,500円（計18名　20件）〔お誕生日お祝い　90,000円　  皆出席表彰　10,000円　  その他　461,610円　　累計額　561,610円〕

ありがとうございました

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  島　公造 会長　　会長報告
　皆さんこんにちは。長い盆休みを終えもう通常モードに切り替わったでしょうか？　私は孫と家
族でお伊勢さんとか遊園地を飛び回りました、食べ物がおいしかったので、一週間で１.５kgも体
重が増えました。
　さて先日九クラブ会長幹事会がございまして、私は欠席だったのですが、報告を聞くとパストガ
バナーの勝野露観氏が和歌山九クラブが応援してくれるなら、二度目だが立候補しましょうとの事
です。
　来週三十日は北中登一ガバナー訪問、皆さんよろしくお願いたします。

−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−  山本　進三 幹事　　幹事報告
　来週の８月３０日（木）はガバナーの公式訪問例会です。会員の皆さまは必ずジャケットを着用
のうえ例会にご出席下さい。｠
　９月１０日（月）１８：３０より和歌山北クラブとの合同例会を開催します。多くの皆さまのご出席
をお願い申し上げます。｠
　２０１２－２０１３年度国際ロータリー第２６４０地区　地区大会が、１０月２７日（土）～２８日（日）スター

ゲイトホテル関西エアポート及び国際障害者交流センタービッグアイにて開催されます。会員の皆さまのご参加
をお願い致します。｠
　１０月２２日（月）には天野山ゴルフカントリークラブにて地区大会記念ゴルフコンペが開催されます。これにつ
きましても会員の皆さまのご参加をお願いします。
　野井会員より、日本を主語として電子言論マガジン「言志」の案内をいただきましたので回覧します。

国際ロータリー第２６４０地区
クラブ社会奉仕委員長会議

���������������������������� 田原　久一 副委員長　　

� ２０１２年８月１９日（日）於ルミエール華月殿　　　

久方振りに、クラブ委員長会議が和歌山市で開催された。北中ガバナー、久保エレクト、辻ノミニー、
各ガバナー補佐の出席、又地区内６６クラブの委員長の出席があった。
会議は社会奉仕委員会の方針、公の各団体からの説明、そして各グループに分かれてのグループ討論、
そして発表会等、大変内容のある会議となり、出席者は大変勉強しました。

●北中登一ガバナー公式訪問

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
すずしい風に吹かれながら（西村由紀江）
いつまでも（西村由紀江）

８月２２日（水）�和歌山西Ｒ.Ｃ.� 内畑　瑛造、黒田　純一
　堀岡　忠男、松田　弘治
８月２４日（金）和歌山中Ｒ.Ｃ.� 内畑　瑛造、角谷　芳伸
　黒田　純一、山東　勝彦、田原　久一、堀岡　忠男　
　松田　弘治、山野　武彦

●クラブフォーラム「新世代」

●卓話�
� ２０１１年度青少年交換長期派遣学生　岩田　奈穂さん

●卓話「タカラジェンヌの四方山話」
 元宝塚歌劇団　星沙　紀帆さん

●ロータリーソング� 山東　勝彦 ソング委員長
「それでこそロータリー」

本日の例会 8月30日（木）

メイキャップ情報  （敬称略）次回の例会 9月6日（木）

前回の例会 8月23日（木）
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クラ ブ 名 日 　 　 時 内 　 　 容

和歌山城南Ｒ.Ｃ. 8月30日（木） リラックス例会

和歌山南Ｒ.Ｃ. 8月31日（金） 第１回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表

和歌山中Ｒ.Ｃ. 8月31日（金） 卓話 「広島、長崎の原爆について」 核戦争を防止する和歌山県医師の会事務局長　柏木　政信さん

和歌山北Ｒ.Ｃ. 9月 3日（月） クラブフォーラム 「新世代月間に因んで」

和歌山アゼリアＲ.Ｃ. 9月 3日（月） 例会場休館のため移動例会

和歌山Ｒ.Ｃ. 9月 4日（火） 卓話　三菱電機（株）冷熱システム製作所所長　石川　憲和さん

和歌山西Ｒ.Ｃ. 9月 5日（水） 北中登一ガバナー公式訪問

和歌山東南Ｒ.Ｃ. 9月 5日（水） 北中登一ガバナー公式訪問

ニ ニコ箱コ
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3. 好意と友情を深めるか

お 誕 生 日 お 祝 い
三毛理一朗さん
年の事は考えないようにしています。４１歳で
ＲＣに入会し、その一年半後、創立５周年の記
念式典がありました。光陰矢の如しで、ほん
数日前のことのように思います。

八幡　建二さん
８月１６日で６６歳になりました。ＲＣに３９歳で
入会しました。６５歳で会社を息子に譲り会長
になりました。７０歳で完全に会社を退きたい
と思っています。

亀田　直紀さん
明日２４日で４６歳になります。来年も祝っても
らえるように健康で居てたいと思います。

おめでとうございます！

佐藤　義記さん
８月８日で４５歳になりました。朝歩きをし、
健康に気をつけたいと思います。

　ロータリーであちこち走り廻ったのはもう二昔以上も前のことで、今では窓際に席を占め
只管諸兄の活躍振りを楽しく拝見している過去の老い果ての身となり、最近のことは判りま

せんが、Ｒ.Ｉ.ターゲットの１９８９～‘９０にヒュー．Ｍ．アーチャーＲ.Ｉ.会長（米国）のターゲットに“ＥＮＪＯＹ ＲＯ
ＴＡＲＹ！”（ロータリーを楽しもう！）というのがあります。私はこのターゲットがとっても気に入りで常に
ロータリーを楽しみながら処世することを願っております。
　ご承知の事とは存じますが毎年度の始めに、Ｒ.Ｉ.会長ノミニーから出されるターゲットは会長の抱負を
示すもので、国際協議会においてガバナー・ノミニー達に向かって発表されます。原文は英語ですのでその
侭直訳すれば日本人の我々にはピンと来ません。
　最近のスタッフのことは知りませんが、その昔ではＲ.Ｉ.日本事務局内に翻訳諮問委員会なるものがあっ
て３人のパスト・ガバナーにて編成され、毎年佐藤千壽氏（東京東）が委員長を務め日本人向きの語句に翻
訳されていました。ある時機会があって佐藤先生（東大法科卒）とＲ.Ｉ.日本支局のＮｏ．２の片岡暎子女史（東
大英文科卒、手続き要覧の翻訳編集・各クラブよりの質疑に指導・財団関係担当）と大澤徳平（堺）パスト
ガバナーの昼食に陪席を許されましたが、その際佐藤先生は適正なる翻訳には単文なるが故に随分苦労する。
自分達で満足していても、よくお叱りを受けるとコボしておられましたが、もう２０年以上も昔のこと、佐
藤先生は一言居士で厳格高潔な方で、また文士でもあり色々と書籍を出版しておりまして「山色水聲」なる
格調高き随筆集をサイン入りで頂戴してありますが、私より年配の方でしたので、その後再度お目に掛かっ
たことはありますが如何遊ばされておりますことやら……
　片岡女史も２００９年１１月を以てリタイヤなされましたが（ロータリーの友誌２０１０年１月号参照）今後は
名取りの日本舞踊の趣味に生きるとお手紙を頂戴してありますが、彼女は川口西Ｒ．Ｃ．のメンバーでもあるの
ですが、その方は何うなさるか。時は流れる。私も年齢のこともあり、何時までもロータリーに厄介になっ
ておられるのかと、往年を偲び感無量です。頭の体操にと思い私のロータリーを顧みてコラム集を書いてみ
ました。拙文をお許しの上ご参考になれば幸甚です。

「Ｒ．Ｉ．ターゲットについて」 三毛　理一朗 会員　　

コ ラ ム 13−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−−− 元宝塚歌劇団　星沙　紀帆さん　　卓　　話
　皆様こんにちは。和歌山県和歌山市出身、元宝塚歌劇団雪組、男役、星沙紀帆でございます。

　本日はこのような機会を頂きまして、誠にありがとうございます。緊張しながらも、楽しん

で頂けます様お話させて頂きます。よろしくお願い致します。

　本日は宝塚の代表曲「すみれの花咲く頃」とベルサイユのバラから「愛あればこそ」を聞い

て頂きました。宝塚には本当にきれいでステキな曲がたくさんございます。又皆様に聞いて頂ける機会がある

と幸せです。花園からはたくさんこぼれてくるお話がありすぎで、どうしたものかしら？と考えておりました

が、やっぱり、よく質問される事柄が良いかなぁと思い、ピックアップしました。

「一つ」宝塚の舞台に立つのはどうしたらいいのですか？…

　中学三年生（卒業）から高校三年生（卒業）の四年の間で女子にかぎります。宝塚音楽学校を受験して頂き、

合格して頂きますと、二年後に宝塚歌劇団入団となり、ラインダンスで初舞台という段取りであります。

「一つ」男役と女役はどうやって決めるのですか？…

　それは身長です。組のカラーによって、少しの差は出てくるかもしれませんが、１６５cmを境目にして頂く

とわかりやすいですね。私は１６８cm強でございますので、男役でバリバリがんばっておりました。

「一つ」きびしいんですよねぇ？…

　半端でないです。先生からご指導して頂くのは普通ですが、私達は上級生の方からのご指導が一番なのです。

そしてその上下関係は一生続いてまいります。会ったことがない上級生の方々も当然いらっしゃいますが、な

にかの機会にお会いすることになりましたら、自然と何期生かで序列が出来、もめる事なく静かに着席するな

ど、宝ジェンヌおそるべしです。

「花園こぼれ話」

謝　辞� 岸裏　廣澄�副会長

　本日暦では処暑で、暑さを凌げる季節でありますが、エネルギッシュな熱い熱い思いを聞かせて頂

きありがとうございました。「ちーむｔｈｅ Ｏｎｅ」が益々発展し、和歌山から多くの宝ジェンヌを輩出さ

れる事を祈念申し上げます。

　まだまだあれもこれもと話題がつきないのですが、そんな宝塚に私は３０年前７０期生として入学致しまして

…「計算しないでくださいませ」…今期は１００期生でございました。

　私は今、ボイストレーニングのスタジオを営んでおります。カラオケが上手になりたい方や接客時の滑舌、

音量など色々な目的で来て頂いてます。「大声を出したい！！」と言う方も。又、プロコースとして子役オーデショ

ンの為にこられてがんばっている子供達。そして宝塚受験コースもございます。実は２０１２年度１００期生に２

名合格しております。初の合格者ということで、１名は和歌山市内の方です。とても励みになりました。

　私の夢は、和歌山出身のジェンヌを２桁にしたい！！ということなので、まず一歩踏み出せたので、やる気満々

です。是非応援の程よろしくお願い致します。

　ホビーコースには、お気軽にお越し頂けます。皆様のご来店心よりお待ち申し上げております。

　ご静聴ありがとうございました。


