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●卓話「青少年奉仕に夢をのせて」
 紀北青年の家所長　池田　憲昭さん

●卓話「生きている喜び」�
 日本会議和歌山女性の会副会長　柳岡　克子さん
●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「奉仕の理想」
●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５４名（内出席規定適用免除会員９名）
３月 ５日（本　日） ３８名 ８４．４％
２月１９日（メイキャップ後） ４２名 ９３．３％

前回の例会� 3月5日（木）

次回の例会� 3月26日（木）

本日の例会� 3月12日（木）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ３月１２日（木） 卓話 「スピーチと呼吸」 和歌山大学講師・キャリアコンサルタント　吉浦　昌子さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． ３月１３日（金） 卓話 「ボージョレヌーヴォーは、ほんまにおいしいか」 北芝　昌明会員
和歌山中Ｒ．Ｃ． ３月１３日（金） 第３回ＩＤＭ発表
和歌山北Ｒ．Ｃ． ３月１６日（月） クラブフォーラム 「識字率向上月間に因んで」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ３月１６日（月） 休会
和歌山Ｒ．Ｃ． ３月１７日（火） 卓話 「石油業界の震災対応について」 森下　正紀会長
和歌山西Ｒ．Ｃ． ３月１８日（水） 和歌山大学留学生会へ 「卒業記念アルバム」 贈呈式　「留学生活を振り返って」米山奨学生　段寧さん
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ３月１８日（水） クラブ活性化・例会委員会 「山口・神谷元会長対談形式」

●卓話� 当クラブ会員　村田　昌之さん
●皆出席表彰
八幡　建二さん　２０年皆出席　通算２０年
●ピアノ演奏 中井　利枝さん
人知れず咲くバラ（リチャード・クレイダーマン）
花開く恋（リチャード・クレイダーマン）

２月２３日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　内畑　瑛造、糟谷　元春、加藤　裕司、亀田　直紀、 
黒田　純一、嶋　忠弘、武田　慎介、田原　久一　中江　遵義、土方　浩市、松田　洪毅
２月２５日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一

メーキャップ状況
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八幡　建二 会長

　皆さん  こんにちは。もう１０日も過ぎてしまいましたが、創立５０周年記念式典では皆様方の絶大なご協

力をいただきまして無事終えることができました。多数出席していただいたお客様からも非常に良かった

と褒めて頂きました。記念誌も、記念事業も、懇親会の運営に致しましても、全てパーフェクトだったと思い

ます。これも関わって頂いた方々のご協力と厚くお礼申し上げたいと思います。

　昨日今日特にテレビを賑わせている、小沢さんの第一秘書が捕まったという事件ですが、この行く末を見守りたいと思

います。また衆議院で再可決されました特例法のなかで最も我々に身近な一つで、高速道路がある区間土日祝日１０００

円で走れることや、阪神高速は一律５００円、１０００円以下のところは半額となっております。これが施行されて、車の走行

距離が伸びて、車がよく売れればいいのになと願っております者の一人でございます。ありがとうございました。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　幹事報告でございます。５０周年記念式典は本当によかったと思います。皆様方のご協力、本当にあり

がとうございました。

　・ＪＣ　３月度例会のご案内、ＪＣニュース.............................................................回覧

　・スナーダイクマエ通信........................................................................................回覧

　・３月１９日例会　休会

　・ロータリー手帳のご案内

　・わかやま新報　５０周年記念式典　記事のご案内と配布

　・ロータリー財団　親善奨学生の募集について

　・和歌山ブランチフォーラムのご案内　（３月１３日）

　・日本会議和歌山女性の会　有村治子記念講演のご案内　（４月１８日）

西本　亨 実行委員長

　皆さん こんにちは。一言お礼を申し上げます。先々週の土曜日、５０周年記念式典が滞りなく終了する

ことができました。これもひとえに皆様方のおかげと感謝申し上げます。本当に感激の一日でございまし

た。これからこの５０年を境にしてさらに皆様とともにロータリー精神に則ってロータリーが大きく羽ばた

く様にしていきたいと思います。ありがとうございました。

５０周年記念実行委員会

委 員 会 報 告

に にこ こ 箱 ありがとうございました
三毛理一朗さん  ４０年以上在籍表彰の御礼をいただいて。
楠本　　章さん  ５０周年盛会のうちに終えることが出来ておめでとうございます。４０年以上在籍表彰をして頂いた御礼です。
中村　靖男さん  和歌山東Ｒ.Ｃ. 創立５０周年記念式典で４０年間の功績により仁坂和歌山県知事、大橋和歌山市長、２６４０地区ガバナーの前で

表彰状と記念品を頂き、表彰して頂き感謝、感動しました。今後もロータリー精神を体して地域社会に奉仕して行く決心をして
います。本当に有難うございました。

山東　勝彦さん  創立５０周年記念式典祝宴ご協力いただきありがとうございました。
岡本　哲爾さん  妻の誕生日にお花をいただいてありがとうございました。
村田　昌之さん 柳岡先生の卓話に感謝。
西本　　亨さん  創立５０周年記念事業もとどこおりなく皆様のご協力で終わりました。
  感激であります。５０年は１回しかまいりません。更に前を向いて地域の皆様の支援をいただきながらがんばりましょう。
島　　公造さん  本日５：３０フライト、バンコックへ出発。次週例会休みます。よろしく！！
岡野　年秀さん 来週休ませて戴きます。
山本　進三さん  乾敦雄さん、例会見学に来てくださってありがとうございます。
山野　武彦さん  先般の５０周年式典に於いて会長のハツラツとした挨拶と行事の遂行に当たり本職の赤井かおりさんに勝るとも劣らぬ樫畑君の

丹精な電報文の朗読に我が東ロータリーの株価が上がりましたので、厚く御礼申し上げます。
豊田　英三さん 乾さんようこそお越し下さいました。 皆様乾さんは笑顔よしの熱い心のお方です。よろしくお願いします。
亀田　直紀さん 乾さんいらっしゃい。入会おまちしております。
角谷　芳伸さん 乾さんいらっしゃいませ。ぜひ入会の決断を！！
瀧川　嘉彦さん  乾さん今日はありがとうございます。楽しんでいって下さい。
田中　完児さん 乾さんようこそお越し下さいました！！
武田　慎介さん  ５０周年事業欠席しまして申し訳ございません。１００周年事業に向けてがんばっていきます。乾さんこれからもよろしくお願いします。
吉田　篤生さん  ５０周年記念式典おつかれさまでした。特に担当の各委員長様おつかれさまです。
阪神タイガース応援団一同
八幡　建二さん  ５０周年ありがとうございました。日本会議和歌山女性の会の柳岡様お忙しい中ありがとうございます。
前田　成蔵さん  ５０周年式典お陰様ですばらしい式典になりました。会員皆様方に感謝して。
樫畑　友洋さん  土方さん長い間お世話になりました。さみしくなりますが、浦和に行かれてもお元気で。
樫畑　友洋さん  乾さんようこそ。今日のところはごゆっくり例会楽しんで下さい。

 本日の累計  １７６，０００円（計２１名　２３件）（お誕生日お祝い  ５９６，０００円　皆出席  １３５，０００円　その他  ２，０９７，３１６円）  累計額  ２，８２８，３１６円　５０周年お祝い金　６２９，０００円 



⃝障害を持って生まれる
昭和３９年東京オリンピックの年、御坊で仮死状態で生まれました。和歌山市で２年半の入院生活を送

り、手術、リハビリ、マッサージなどを繰り返し、歩けるようになり退院しました。

幼稚園に入り、じゃんけんがおかしい、はちまきがくくれない、おしっこが一人でできない、ことで障害

をはじめて自覚しました。その後、御坊小学校に入学、中学校では周囲の荒れた生徒に自殺を考えたこともありました。

でも音楽を支えに、またクラスの友情に支えられました。自立を考え大学に進学し、医者を志しましたが断念し、薬剤師

の資格をとりました。学習塾を経営したこともあります。卓球を通じて障害者と出会い、障害者に励まされ、パラリンピッ

クを目指し練習しました。

本当の福祉とは、できること、できないことを見極め、できることは自分で、できないことに手を貸すこと。「何かお手伝

いしましょうか？」の一言をかけること。できることまでやってあげるのは、やる気を損なわせ怠けさせるおせっかいです。

卓　  話

日本会議和歌山女性の会副会長　柳岡　克子さん生きている喜び

⃝命を大切にするとは
・大病をして命の大切さを感じる。生まれ変わった命の使い方。

・点滴だけの入院生活から、スプーン一杯のおかゆがおいしかった。口から食べることへの感謝。

・どれほど科学が進歩しても、いまだに草木一本、アリ一匹作れない。

・人が生きていくには、空気、水、熱、光、紙、服、電気、食べ物、等あらゆるものの恩恵を受けて生かされている。

・人は一人では生きていけない。すべてに感謝せずにはいられない。この気持ちが大切。

・自分にうれしいことがあれば、それだけ多くの物や人に感謝して、恩返しのために人の役に立たせてもらいたい。

・この世に無駄なものはない。命には生を受けた意味がある。生ゴミも土に返して堆肥にする。

・自分の命を大切にできる人は、相手の命も大切に思える。

・一人で大きくなった気でいるが、オムツを替えてくれたのは誰？ミルクを与えてくれたのは誰？

⃝天の銀行に貯金（徳を積む）とは
・目に見えない銀行があると思おう。給料以上に働いた分はこの銀行に貯金されると思おう。きっといつか喜びとなっ

て返ってくると信じよう。

・人に親切にする。

・困っている人を進んで助ける。

・いつも笑顔でやさしい言葉を使う。

・仕事や勉強につとめ励む。

・自分がしてほしいことを人にする。人が嫌がることはしない。

・先生や年上の人を尊ぶ。

・まわりの人と仲良くする。家族は仲良く助け合う。

・人の良いところを見つけて悪口を言わない。

・時間や約束を守り、うそを言わない。

・無駄遣いをしないで始末し、すべてのものや人を大切にする。

　以上のことを、人が見ているか見ていないにかかわらずできるようになろう。

⃝本当の幸せとは
・子供がいる、いないこと。お金があっても病気ばかり、遺産相続で兄弟が骨肉の争い、など。この話を聞く耳を持っ

ている。私が見える。ご飯がおいしいと思える。これも幸せ。

・運動会で走らされた障害児。さらし者にされてつらいと。彼女は屈辱に感じ、私は達成感を得た。その違いは？

・もっと美人に、もっと頭がよければ、もっとお金持ちに、もっとスポーツができたらと、欲を言えばきりがない。皆ない

ものねだり。また皆それぞれ悩みがあるでしょう。親が病気、商売がうまくいかない、子供が言うことをきかない、家

計が苦しい、それをどう乗り越えていくかは自分の考え次第。トラブルが起こったとき相手が悪いと思っているうち

は解決が遠い。運命を受け入れ、反省し、怒られたのではなく教えてもらったと考えたとき相手が変わる。

・対人関係で悩む人が多い。コミュニケーション能力が不足しているといわれるが、すべてに感謝の気持ちを持ち、

自分の心の器を大きくし、プラス思考で喜ぶことでトラブルがなくなる。悩んでも解決しない。暗い顔をせず、しんど

いときこそ笑顔で吹き飛ばせ。

・私の母は「ゼロからのスタート」だと言います。「一生寝たきり」といわれた私が歩いた、学校へ行けた、仕事がで

きた、すべてが喜べたと。気持ちの持ちよう。悲しいと泣いても解決しない。できないとあきらめるのではなく、でき

ることを増やす。できたことを喜ぼう。

田中　完兒 委員長

　こんにちは。識字率向上運動のご協力のお願いです。毎年恒例ですが３月は識字率向上月間です。

本日は募金箱をまわしたいと思います。また今日の例会と次週の例会で、書き損じ葉書、未使用切手、

未使用テレフォンカードなどがございましたら、ご協力をお願いしたいと思います。以上です。

社 会 奉 仕 委 員 会

 土方　浩市 会員

　皆さん  こんにちは。今ご紹介いただきましたように異動になりまして今月の１９日には浦和支店に行く

ことになりました。今日が最後の例会になります。思い起こせば４年前に和歌山に来て７月に入会させて

いただきましたが、その７月に子供が生まれまして、このロータリーと我が家は同じ人生を歩んでいるん

だなと思っております。以前の場所でもロータリーに入らせていただいておりましたが、こんなにフレンド

リーなロータリーは他に無いのではとつくづく思います。この５０周年のときにここにいられたということも、すごく運があ

るんだなと思っております。この運を逃さないようにまた次の店でもがんばってやっていきたいなと思っております。ご迷

惑をおかけしたこともあるかと思いますが、本当にどうもありがとうございました。

ご 挨 拶

亀田　直紀 委員長

　前田幹事からもご案内がありましたが、皆様にポスターを配布しております。このポスターの掲示をお

願いしたいと思います。２００９年４月１７日までの申込期間です。今年は当クラブの笹島会員がカウンセ

ラーとしてケアをされまして松本歌織さんという方が留学を直前に控えている状況です。今回はその次

年度の方を募集するポスターとなります。お近くに関心のある方がいらっしゃればどうかこのポスターが

お目に留まるようなところへ掲示いただきたいと思いますので、皆様のご協力をよろしくお願いいたします。

ロータリー財団委員会
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