
●メイキャップ状況●（敬称略）

４月１８日（月）ガバナー補佐会議　松田　洪毅 / ４月１８日（月）和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　角谷　芳伸、田原　久一、
古屋　光英、宮本　和佳 / ４月１９日（火）大阪梅田Ｒ.Ｃ.　堀井　孝一
４月２０日（水）和歌山東南Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、黒田　純一、山東　勝彦、村田　昌之、八幡　建二、吉田　篤生
４月２２日（金）堺フラワーＲ.Ｃ.　松田　洪毅 / ４月２２日（金）和歌山南Ｒ.Ｃ.　乾　敦雄、上中　崇司、堀岡　忠男、
八幡　建二 / ４月２５日（月）海南東Ｒ.Ｃ.　笹島　良雄
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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」

2010～2011年度 国際ロータリーのテーマ
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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。

東日本の大震災においての瓦礫の量、被災面積、被災者数の何れもが阪神の地震の際の２倍で、

阪神の復興には、約１０年の歳月を要しました。よってこのたびは、２０年以上かかると思われま

すが、ほんの少しの復興の気配がありました。それは、東北新幹線が全線復旧し、開通した事です。

いまだ行方不明者が１万４千人、避難者が１３万人以上の現状を見れば、大変辛い思いですが、ちょっとだけ「ほっ」

とするニュースです。

さて、統一地方選挙の後半戦が始まりました。ウグイス嬢は、大変上手に候補者をアピールします。その声に

「すばらしい候補者だなあ」と思ってしまいます。しかし、その言い回しには決まり文句があります。「皆様のた

めに働かせて下い。」「一生懸命働きます。」「必ずや、皆様のご要望を市政に反映します。」そして「ありがとう

ございます。」「がんばります。」「宜しくお願いします。」は、何回でも繰り返し言います。また、先日の選挙広

報誌には、候補者全員のスローガンが掲載されていました。「安心して住める町にします。」「福祉の充実を図り

ます。」「地元を活性化します。」等々です。

この全てのスローガンを併せれば、本当にすばらしい和歌山になること、まちがい無しです。

幹 事 報 告 � 岸裏　廣澄�副幹事

１．地区からの下記文書を。回覧します

① 東日本大震災義援金及びニュージーランド大地震義援金のお礼

　 東日本大震災　　　　　　　送金額　１０，０００，０００円

　 ニュージーランド大地震　　送金額　  １，１９８，９０５円

② 新クラブＲＩ加盟認証のお知らせ

　 泉州ＫＵＭＡＴＯＲＩロータリークラブ

③ 林ＤＧＥの辞任

２．本日、理事役員会を予定していましたが、都合により来週になりました。

●卓話「経営について」
� 税理士　石倉　督斗さん
●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
フェリシア（ＥＮＲＩＱＵＥ  ＳＡＢＯＲＩＤＯ）
ロジータ（ＰＡＵＬ  ＤＵＰＯＮＴ）

本日の例会 � 4月28日（木）

●卓話「暴力団情勢について」
 和歌山県警察本部刑事部参事官　組織犯罪対策課長　
 米原　睦　さん

次回の例会 � 5月12日（木）

●卓話「ふるさと・わが町　紀州の地名」
 筒井　洋和さん

●ロータリーソング� 真野　賢司ソング副委員長
「日も風も星も」

●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）
4月21日（本　日） ３０名 ６８．２％
4月  7日（メーキャップ後） ４２名 ９１．３％

前回の例会 4月21日（木）
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ク ラ ブ 名 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 4月28日（木） リラックス例会
和歌山南Ｒ．Ｃ． 4月29日（金） 祝日休会
和歌山中Ｒ．Ｃ． 4月29日（金） 祝日休会
和歌山北Ｒ．Ｃ． 5月  2日（月） 休会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 5月  2日（月） 休会
和歌山Ｒ．Ｃ． 5月  3日（火） 祝日休会
和歌山サンライズＲ．Ｃ． 5月  3日（火） 祝日休会
和歌山西Ｒ．Ｃ． 5月  4日（水） 祝日休会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 5月  4日（水） 祝日休会

筒井　洋和さん 卓話の御礼を頂戴しました。
中江　遵義さん 阪神ファンのみなさん、昨夜はごめんなさい。
谷口　文利さん 筒井様本日は宜しくお願いします。
宮本　和佳さん 筒井様、本日の卓話たのしみにしています。
岸裏　廣澄さん 本日も幹事役つとめます。
  阪神ファンの皆様、審判のおかげで勝た

せて頂きました。
亀田　直紀さん  本日のおしぼりは私がお持ちしたものです。

橋本Ｒ.Ｃ.の溝端荘悟さんの製造で私が販売
しているものです。今日は華月殿さんのご
協力でみなさまに使っていただきたく思い
用意しました。使っていただくと赤十字を
通して募金ができるんです。

野上　泰造さん 筒井先輩よろしくお願いします。
山本　進三さん 筒井様、本日は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〕
山東　勝彦さん  満７０才になりました。今後ともよろしくお願

いします。
中山　恒夫さん  ４月２６日で６４歳になりますが、これからも

元気で頑張りたいものです。
瀧川　嘉彦さん ４７才になりました。
樫畑　友洋さん ４６才になりました。
後　　亮　さん  お祝いありがとうございます。折り返し地点

に達しましたが、後半も頑張ります。

ありがとうございました

本日の累計  ８６，６７７円（計１３名 １４件）（お誕生日お祝い ５５３，０００円  皆出席表彰 １１５，０００円  その他 ２，１７９，０１５円）  累計額  ２，８４７，０１５円

ニコニコ箱

おめでとうございます！
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紀州の地名 和歌山市編

私たちは､ 一生の間に何回自分の住所書くだろう｡ 又日々様々な地名と出会い接しています｡

誰もが何気なく関心を持ちます。地名とは何か、地名の由来を探れば過去の社会制度や出来事､

人々の生活が身近に見えてくる。私たちは今一度歴史的文化遺産としての地名を再認識して、自分の住んでいる

町に理解と親しみを深めてみよう。

和歌山の地名の成り立ちと変遷

１．「自然地形に由来する」地形 ･土壌｡

　植生など和歌山は紀の川の流れの移動により地形も変わり多くの島や支流､ 入江､ 潟､ 沼ができた。

　「小豆島　梶取　次郎丸　津秦　吐前　真砂町　和田など」

２．「伝説や民話に由来する」地名

卓　話

３．「神社､ 寺院に由来する」地名

　「伊太祈曽　亀山　紀三井寺　寺町　岡　善明寺　など」

４．律令国家（大宝律令７０１年）誕生後の行政の地名（例、府中）

５．名字に変えた地名

６．転訛した地名

７．地名の二字化による地名（例､ 紀→紀伊）

８．城下町成立後から江戸期の地名

天正１３年（１５８５年）秀吉は根来攻めを行い紀州平定し寺社地や郷士の所有地を没収し､ 検地を行い領地を弟

秀長に与え藤堂高虎に命じ､ 岡山に城を築かせ､ 和歌山城と命名し､ 紀州を一変させる都市計画事業を行った後

江戸期に誕生した地名

①城下町形成の為土木工事にする　　　　　②城を守る武家屋敷「土佐町　北田辺町など」

③商人町「餌差町　卜半町　吹屋町など」　 ④職人町（同職同住）「有田屋町　植松丁　久右衛門丁など」

９．明治から大正時代に出来た地名

10．昭和時代に出来た地名

戦火 ･復興 ･区画整理

昭和２８年（１９５３年）から昭和３５年までの間に大合併が行われ本市も周辺町村合併し２０８ｋ㎡大和歌山市が誕

生した。

昭和３５年（１９６０年）日本列島改造により､ 経済高度成長するも乱開発も起るその後昭和４３年都市計画法等

開発の規制が行われる。

昭和３７年（１９６２年）住居表示の整理を目的とする「住居表示」に関する法律が施行され､ 地名に符号や記号

が使われ大字、小字がなくなり合理的だが地名の持つ歴史的意味や由来の関心が薄くなり残念に思う。

11．平成の大合併による地名

２０００年に３２２９の市町村が２０６６年３月末に１８２２に大合併され生まれた町や住んでいる町の名も消滅し

２０００万もあった日本の地名が今はどうなっているのやら１０００年以上前からの間脈々と続いている歴史的文化

財を守り後世へ残したいものです。

ふるさと・わが町　紀州の地名� 筒井　洋和さん

現 状 報 告 � 2011-2012年度�ロータリー財団国際親善奨学生　岡崎　大輔さん
こんにちは、２０１１年度国際親善奨学生の岡崎大輔です。先日は、自己紹介させて頂くお時間

を頂きありがとうございました、本日は、現状報告でお伺いさせて頂きました。３月の下旬に第

一志望であったスプリングフィールドカレッジに合格することができました。スプリングフィー

ルドカレッジは、マサチューセッツ州にあり、ニューヨークまで車で－時間の場所に位置してお

ります。気候としては、北海道と同じで、夏が短くて冬が長いのが特徴です。バスケットボールが誕生した大学

ということで、スポーツ系においては実践、研究ともに非常に充実している大学です。

研究のテーマは、スポーツを通じた人間教育プログラムです。スポーツ、芸術活動、地域コミュニティーなど

を通して、様々な人達とかかわり合いながら社会で生きていく基礎能力を育む教育プログラムを勉強したいと考

えております。

今後の予定としては、５月末に和歌山を出て大阪の実家に戻り、７月からアメリカに行き語学学校に通いなが

ら、授業の準備を整えて、９月から本格的に大学院で勉強する予定です。まだまだ、人生経験が未熟で、勉強不

足な点も多いと思うので、今後ともご指導頂ければ幸いです。以上で簡単ではございますが、私からの現状報告

とさせて頂きます。お時間頂きましてありがとうございました。


