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「地域を育み 大陸をつなぐ」

「地域に広げよう、友情の輪」
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会 長 報 告 � 　野上　泰造�会長

皆様、こんにちは。会長報告を申し上げます。

地区からの支援物資の協力要請に早速ご尽力頂きました、松田会員、堀岡会員、山野会員には、

感謝致します。

我がクラブでは、災害積立金と次週の夜間例会の残金、そして皆様からのご寄付を頂戴して７０～

８０万円を送りたいと考えております。

東北での被害状況は、日に日に大きくなってきました。花巻市立大川小学校では、１０８人の生徒の内、まだ７７名

の行方が不明です。胸がつまる思いです。

和歌山県では、２０００人の被災者の受け入れを決めました。５３２戸の県営、市営、町営住宅の空き家を利用する計

画になっています。

「稲むらの火」で知られている安政の南海地震は、１８５４年のことで、マグニチュード８．４　震度６、広村（現在の広

川町）での津波の高さ５Ｍ（串本では１１Ｍ）死者３０００名と推測されています。その後１９４６年に昭和の南海地震があり、

Ｍ８、犠牲者１３３０人でした。過去１５００年をさかのぼってのデータでは、１００年～１５０年の周期で必ず震度６以上、

そして５Ｍ以上の津波が起こっています。よって、今後３０年～８０年以内に必ずやって来ると考えられます。私達も日ご

ろから充分にその対策をしておく必要があります。

幹 事 報 告 � 古屋　光英�幹事

・本日より「東日本大震災」の募金箱を設置しております。宜しくお願いします。

・  ２６４０地区より大震災への支援活動（第１班３月１９日Ｒ.Ｉ.２５３０地区、第２班３月２２日Ｒ.Ｉ.２７７０

地区へ向け出発）へのお礼と報告がきております。

・ 和歌山南Ｒ.Ｃ.創立５０周年記念ゴルフコンペ中止のお知らせがきております。 

お申込み頂いた方にはＦＡＸにてお知らせしております。

●夜間例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
優しきあこがれ （倉本  裕基）
愛は雅やかに （倉本  裕基）

本日の例会 �3月31日（木）Ｐ．Ｍ６:３０〜　於ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

●卓話「私の世相感」
� 当クラブ会員　島　公造さん

次回の例会 � 4月7日（木）

●卓話「桜、紫陽花の豆知識」
 元緑花センター　センター長　後藤　芳則さん

●ロータリーソング� 黒田　純一 ソング委員長
「我等の生業」

●出席報告� 真野　賢司 出席副委員長
会員数  ４９名（内出席規定適用免除会員１１名）
３月２４日（本　日） ３２名 ７４．４％
３月１０日（メーキャップ後） ４０名 ９３％

前回の例会 � 3月24日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 3月31日（木） 休会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 4月  1日（金） 臨時総会
和歌山中Ｒ．Ｃ． 4月  1日（金） 年男卓話
和歌山北Ｒ．Ｃ． 4月  4日（月） クラブフォーラム「雑誌月間」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 4月  4日（月） ひかり基金贈呈式 「アジア眼科医療協力会の活動報告」

アジア眼科医療協力会常任理事・（医）英悠会　理事長　松本　英樹さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 4月  5日（火） 「ＷＣＳ帰国報告」 笹本　昌克会員、寺下　俊雄会員
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 4月  5日（火） 　

和歌山西Ｒ．Ｃ． 4月  6日（水） 卓話 「第２０回和歌山県青年僧の会文化講演会について」 
和歌山県青年僧の会　会長　静木　克志さん

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 4月  6日（水） 創立４０周年記念例会

委員会報告

親 睦 委 員 会� 赤井　雅哉�親睦委員長

来週の木曜日、１８時３０分よりダイワロイネットにて夜間例会を開催します。景気が低迷し、暗くなっ

ていますので気分だけでも明るくしたいと思いますので、どうか御参加宜しくお願いします。

村田　昌之さん うれしい事がありました。

田原　久一さん ３月１９日にＰＥＴＳ（ペッツ）に参加しました。只今勉強しています。

松田　洪毅さん  ３月１９日米田ガバナーが災害支援物資を福島県の地区ガバナーに直接お渡ししてきたとの報告

が有りました。山野さん、堀岡さん救援物資のご提供有がとうございました。感謝します。

岡野　年秀さん ９日間タイでゴルフ研修会に参加してきました。実に１９ラウンドを行いました。

谷口　文利さん 後藤さん本日は宜しくお願いします。

宮本　和佳さん 後藤様、本日の卓話よろしくお願い致します。

松田　弘治さん 入会させていただいて１年になりました。引き続き宜しくお願いします。

野上　泰造さん がんばれ東北、北関東。がんばれ日本。

古屋　光英さん 東北地方太平洋沖地震募金箱に協力を。

山本　進三さん 今日は母の誕生日です。

阪神タイガース応援団一同

ありがとうございました

本日の累計  ４０，３８０円（計１０名 １１件）（お誕生日お祝い ４９５，０００円  皆出席表彰 １１０，０００円  その他 １，８５２，９８５円）  累計額  ２，４５７，９８５円
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3. 好意と友情を深めるか

＊サクラ（桜） バラ科サクラ属
　桜の語源　サ（稲の神）クラ（神の依代）、コノハナサクヤヒメのサクヤ転じて（本居宣長）、さぐらん
転じてサクラ（牧野富太郎）
　世界のサクラ　世界には31種類うち日本には9種
 　ヤマザクラ、マメザクラ、ミヤマザクラ、タカネザクラ、エドヒガンザクラ、チョウジザクラ、オオシ
マザクラ、オオヤマザクラ、カスミザクラ（カンヒザクラ、シナミザクラは中国原産）

桜といえばなぜ吉野なのか？
　7世紀後半役の小角が金峰山寺を創建。（サクラがご神体）
　参詣者が苗木を植えて信仰心を表して桜の山が出来た。

　＊桜好きの西行はその歌集（山家集）で120首歌を読んでいる。

サクラ好きの有名人
　後嵯峨上皇は13世紀嵐山に吉野のサクラを植えて花見した。
　源頼朝や足利義満も桜好きで有名。
　豊臣秀吉は大名を連れて醍醐の花見や吉野の花見に行った。
　庶民の花見は徳川吉宗が江戸の町にサクラを植えさせてから江戸の人たちの花見が始まった。

　＊ ソメイヨシノは幕末から明治のころに染井村（豊島区）でオオシマとエドヒガンを掛け合わせて作られたといわれ
ている。

　　エドヒガンザクラは長命だが、オオシマザクラは短命でソメイヨシノはオオシマザクラのＤＮＡを受け継いでいる。
　　日本の桜の8割以上がソメイヨシノで接木で増やしているから最初の木のクローンなので一気に咲いて一気に散る。

　＊ 日本にある大多数の銘木といわれる木はエドヒガンで福島県三春の滝桜、岐阜県根尾の淡墨桜、山梨県山高の
神代桜など日本の三大桜も全部エドヒガンである。（ちなみにしだれ桜は箱根の山中で発見されたエドヒガンの変種）

卓　話

桜、紫陽花の豆知識� 元緑花センター　センター長　後藤　芳則さん

　＊ 岐阜県の白川郷の近くの御母衣ダムのほとりに庄川桜という銘木がある。
　　 この桜はダム湖に沈んだ庄川村から移植された樹齢400年以上といわれるエドヒガンの古木で、地域住民の心の
よりどころの木であった。

　　 ダムの計画が実行されるとき当時の電源開発の初代総裁の高崎達之助氏が桜研究の第一人者の笹部新太郎（明
治19年～昭和53年）に依頼して不可能といわれた移植を成功させた。後日談があり、映画やテレビドラマにもなっ
たが、この桜の横の国道を走っているＪＲバスの車掌をしていた佐藤良二さんがこの桜の苗をバスの沿線に植え
て名古屋から金沢まで桜を植えて、桜で太平洋と日本海を繋ぐことを始め、本人ががんで亡くなった後奥さんが
その意志をついで完成させた桜道がある。

和歌山の名桜　白浜町富田の熊野神社 権現平の桜
　この桜は、前述の笹部新太郎さんが「この桜こそ今日以後の桜の品種改良の基雛となるもの」と絶賛された桜。
　明治34年地元の青年6人が海外移住の記念で植樹し、以後植樹が統けられて桜並木となった。
　昭和8年紀伊富田駅ができ桜見物が殺到し臨時列車が出たほどだったが、 第2次世界大戦の時軍事目標になるとし
て全部伐採されてなくなった。
　しかし、昭和10年に久万の神社宮司の広田さんがその桜の種子を笹部新太郎に送っていた。笹部さんは、その種
から苗木を育て、自分の家に植えてそれが西宮権現桜として残っていた。
　紀三井寺に住まわれている女性がそのことを聞かれて、県へその桜の復活を依頼された。県では、西宮市からそ
の穂をもらって林業センターで育て、熊野神社へ戻して復活させた。

桜の開花メカニズム
　秋の日が短くなると葉を落とし花芽で越冬する。
　そして、冬2 ～ 7度で目覚め、積算約600度で開花といわれている。このシステムを昔の人は知っていて、桜の開
花を農作業の目安として利用していたと考えられる。最初のお話しをした、桜は農業の神様といわれるゆえんです。

桜の受難……軍国主義の高揚に利用された
　“敷島の大和心を人問わば朝日ににおう山桜花”と本居宣長が歌ったように、花は桜木人は武士とか靖国神社の桜
の枝で会おうといった風に使われた。

海を渡った桜
　1912年アメリカへ送られた3,020本がポトマック川畔に植えられたのをはじめ、この他アルゼンチン、イギリス、オラ
ンダ、ベルギー、ドイツなどへ送られている。

時は流れる 三毛　理一朗 会員

人の世は常に移り変わり流れ行きます。ロータリーの
世界もその例外ではありません。今から約半世紀前の
ロータリーを回顧してみました。進化したとか普遍化
したということは別にしてその変貌の有様に今更驚くと
共に万事が厳格であった往年に寧ろ懐かしさ、郷愁を
覚えます。殆ど総ての規約等においてそれは実感して
います。極端に申すならば「変わらざりしもの」は皆さん
襟に佩用しているＲ.Ｉ.のロゴマークと、週１回の例会開
催ぐらいでしょうか。
そのＲ.Ｉ.マークも今日のデザインになるまでにロータ

リーの揺籃期時代には歯車マークに数回の手を加えて

今日我々会員が誇りとしているマークに落ち着いた歴
史があります。また週１回の例会に対する近年の規定
審議会では毎年却下されてはおりますが、隔週開催を、
更に極端な提案には月に１回なんての上程があり、皆
さんは如何感ぜられますか、其処まで軟化せねば会員
数の維持が叶わないのかと私にとっては悲しい時の流
れと感じます。
前座が長くなってしまいましたが、現行の「Ｉ.Ｍ.」に

ついて話を聞いてみて下さい。
Ｉ.Ｍ.は地区大会や地区協議会等の様に開催せねば
ならないというＩ.Ｍ.に関する特別の規約はありません。
あくまでも地区または各クラブの任意事項で、現に四
国４県は昔から開催していないと聞いておりますが、
国内殆どの地区では実施している様です。
Ｉ.Ｍ.はご承知の通りＩＮＴＥＲ ＭＥＥＴＩＮＧの各頭文字
で、近隣複数クラブ間の勉強会ということでしょう。現
在ではクラブ数も増えましたので、当市なんかは１０ク

コラム�
ラブも存在しますから、市内の隣接クラブ間のみでの
ミーティングが可能な訳です。私はＩＮＴＥＲ ＣＬＵＢ 
ＭＥＥＴＩＮＧと呼んでも良いのではと思っております。
往年のクラブ数の少ない時代にはＩＮＴＥＲＣＩＴＹ
ＧＥＮＥＲＡＬ ＦＯＲＵＭと呼称し近辺地域のクラブが
相寄ってフォーラムを開催しました。
紀北では和歌山市内の３クラブと東へ橋本Ｒ.Ｃ.五條

Ｒ.Ｃ.外に奈良県のクラブも参加して橿原の考古学会館
で、また白浜会館までバスをチャーターして乗り込ん
だこともあります。正にインターシティです。当時は６
府県で第３６５地区を編成しており、ガバナーや元ガバ
ナーが臨席され有難い講話を拝聴し、その上お偉方か
らの講評を拝聴して帰路についたものです。色んなタ
イプのフォーラムが行われましたが、主に幾つかの部
門毎に正副委員長が一同に対し基本論説を述べ、一
般会員よりの質疑応答や反論をするディスカッション形
式が主流でありました。参加するだけで大変勉強にな

りました。
世は遷り、インターミーティングと改稿され、その内
容も当番クラブの意向により千差万別となりました。上
記の如きディスカッション型式の勉強会を採用する場合
もあり、また最近目立つのは外部より学識・有名人等
を招聘して、世上一般講演会の如き形式を採用さる例
等…
時は流れ行きます。ロータリーの時の流れに乗り遅
れない様、常に勉強は怠れません。
規定審議会毎にロータリーも変身して行く様です。

結果は定款に表現されて参りますが、決議事項の決議
や、Ｒ.Ｉ.理事会の決議事項は決定的な拘束力はありま
せんから、地区よりの通知やＲ.Ｉ.理事会の決議事項は、
インターネットでガバナー月信を閲覧するしかありませ
ん。主要事項は我々一般会員にも主旨が及ぶ様執行
部の努力に俟ちたいものです。
－ ロータリーを愛すればこそ！！ －


