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  ２０２１年５月２１日（金） No.２８４４ 

 第２９００回 例会 

 ○ ソング「みかんの花咲く丘」 

 〇 卓話 

    「子どもの未来のために、私たちにできること」 

    和歌山子どもの虐待防止協会 副会長 

    和歌山市子ども食堂協議会 事務局  

            家本 めぐみ 様 

  

 ５月２８日（金） 

 ○ ソング「茶摘み」 

 〇 卓話「健聴者とハンディがない職場環境作り」 

    株式会社 山ノ木 

           山形 仁 様 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか 

2020-2021年度 RI会長 ホルガー・クナーク 「Rotary Opens Opportunities 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年 ５月１４日（金） 

出席報告    会員８２名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５２名  ホームクラブ出席者６３．４１％ 

 

サムエル ウルマンという詩人を

ご存じでしょうか。 

この詩人の「青春」という詩は、

かつて連合国軍最高司令官で

あったマッカーサー元帥の座右

の銘だったそうです。 

昭和20年9月27日、昭和天皇は

マッカーサー元帥を表敬訪問し

ました。別れ際に執務室で撮ら

れたツーショットの写真は有名

で、私たちの目にも触れる機会

があります。 

この写真のうちの1枚ですが、背景にある壁に掛けられてい

るのがこの「青春」でありまして、その一説を紹介します。 
 

青春とは人生の或る期間を言うのではなく、心の持ち方を

言う。 

バラの面差し、くれないの唇、しなやかな手足ではなく 

逞しき意思、ゆたかな想像力、燃える情熱をさす。 

青春とは人生の深い泉の清新さを言う。 

青春とは臆病さを退ける勇気 やすきにつく気持ちを振り

捨てる冒険心を意味する。 

時には20歳の青年よりも60歳の人に青春がある。 

年を重ねただけで人は老いない。理想を失う時に初めて老

いがくる。 

歳月は皮膚のしわを増すが、情熱を失えば心はしぼむ。 

苦悶や狐疑や、不安、失望、こういうものこそ あたかも長

年月(ちょうねんげつ)の如く人を老いさせ、精機ある魂をも

芥に帰せしめてしまう。 

60歳であろうと16歳であろうと人の胸には驚異に惹かれる

心、幼子のような未知への探求心、人生への興味の歓喜

がある。 

人から神から 美、希望、よろこび、勇気、力の霊感を受け

る限り君は若い。 

霊感が絶え、精神が皮肉の雪に覆われ悲観の氷に閉ざさ

れるとき、20歳だろうと人は老いる。頭を高く上げ希望の波

をとらえる限り80歳であろうと人は青春の中にいる。 
 

戦時中、東京ロータリークラブは国際ロータリーを脱会し、

水曜会として集会を続けていました。 

敗戦に伴い、昭和24年3月29日に改めてロータリーとして

復活し、4月27日にチャーターナイトが開催されました。 

この式典では出席されていた吉田茂首相の祝辞や、既に

帰国していたマッカーサー元帥からの祝辞もあったそうで

す。マッカーサーは既に、ウィスコンシン、メルボルン、マニ

ラでロータリアンでありましたが、このチャーターナイトの祝

辞で東京ロータリークラブの名誉会員になることを承諾した

ということです。 
 

私も生涯「青春」を謳歌したいと思います。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよ

幹事報告 

委員会報告 

・新旧クラブ協議会は、第一回 

 クラブ協議会と合わせての開 

 催予定です。 

・最終家族夜間例会も開催いた 

 します。 

 どうかご参加よろしくお願いい 

 たします。 

雑誌・広報委員会 

成瀬宏司委員 

「ロータリーの友の紹介 横組みP12～15あなたのエールで

輝く若人として川合菜月さんのお話、中でもジャパンハート

でのお仕事について。 

横組みP19新型コロナ体験、得たこと、失ったことについて 

縦組みP16 阪神タイガースのゴールデンルーキー佐藤輝

明選手について」 

米山奨学生 

今年度4月より当クラブがお世話する事となりました米山奨

学生の王欣儀（オウシンイ）さんが例会に初めて出席しまし

た。国籍は、台湾、奨学期間2021-4/1～2023/3/31。和歌

山大学 学科課程 システム工学。 

栗本カウンセラーと越部副カウンセラーより紹介後、王欣

儀さんより会員の皆様に挨拶があり樫畑会長より奨学金を

お渡ししました。 

親睦活動委員会

メンバー 

 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

氏 名 林元 光広 （ハヤシモト ミツヒロ） 
生年月日 昭和42年5月9日生まれ 牡牛座  

職  業  理学療法士 

家族構成 妻・長男・長女 

趣  味  スキー、全国の仲間に会いに行く小旅行 

一口メモ 楽しい飲み会が好きですが…、よろしくお願いし 

       ます。 

新 会 員 新 会 員 

氏 名 林元 政子 （ハヤシモト マサコ） 
生年月日 昭和49年4月1日生まれ おひつじ座 

職  業  在宅医療会社経営の看護師 

家族構成 夫・娘（25歳）・息子（23歳） 

趣  味  ワインと料理 ホームパーティ 

一口メモ 非常に格式高く又歴史のある貴会にご縁を頂き 

    ましてありがとうございます。ご縁を頂きました皆様に 

    何かお役に立てるよう微力を尽くして参ります。 

    宜しくお願いします。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

「Living  History

（生きた歴史体感

プログラム）促進事

業について」 
 

和歌山市 産業交流局 文化スポーツ部 

文化振興課 主事 中平 崇志 様 
 

 和歌山市では、「Living History（生きた歴史体感プログラ

ム）促進事業」を活用し、「和歌山市の文化財を活かした歴

史体感プログラム事業」を実施しています。Living History

促進事業とは、国指定・選定文化財を核として、往時を再

現した行事・歴史体験事業の実施、及び当時の調度品や

衣装の整備・展示等で歴史的な出来事や当時の生活を再

現することにより、生きた歴史の体験・体感を通じて文化財

の理解を促進することを目的とした令和元年度から文化庁

で新たに開始された補助事業です。 

 和歌山市ではこの補助事業を活用し、史跡和歌山城を

舞台として、紀州徳川家関係の歴史資料をもとに、江戸時

代の様子を再現・実演するといった内容のプログラムを実

施しており、令和３年１月１０日開催の和歌山市消防出初

式では、復元製作した江戸時代の火消（消防）の衣装を実

際に消防士が着用することで火消行列を再現しました。 

 また、令和元年度から２年度にかけて大名駕籠と大名駕

籠をかついだ人（御駕籠之者）の衣装を復元製作し、当時

の大名行列の様子が描かれた絵図（複製パネル）ととも

に、和歌山城天守閣に常設展示しており、今後は大名行

列の再現等も予定しています。 

 和歌山市文化振興課としましては、このような歴史体感プ

ログラムを通じて、和歌山市を訪れる方々に和歌山城の魅

力を発信していきたいと考えておりますので、和歌山城を

訪れた際は、是非とも大名駕籠をご覧いただければ幸い

です。 

卓 話 

 

    ニコニコ箱 
 

本人誕生日・・・成瀬君 

奥様誕生日・・・大工君 

事業所創立・・・田辺君・成瀬君 

入会記念日・・・成瀬君 

 

橋本忠通君・・・メンバーと天気にめぐまれ71のパープレイ 

                     で優勝させて頂きました。 

                     人生ベストスコア更新です。 

山田（昭）君・・・60周年大会が無事に終わり関係各位に感 

                      謝申し上げます。思い出深い一日でした。 

栗本君・・・オウシンイさん和歌山南ロータリークラブへよう 

               こそ。会員の皆様よろしくお願い申しあげます。 

大桑君・・・我が家の庭のバラが満開になりました。ご興味 

               のある方是非見学においで下さい。 

               今オープンガーデンやっております。 

橋本忠美君・・・院長を追われ、理事長を追われ、当々ゴル 

                     フまで！！ 

水城君・・・オウさん ようこそ。林元さん ようこそ！！ 

              ヨロシクお願いします！ 

林（芳）君・・・5月度ゴルフ奥さんにはイジメられましたが、 

                  当月賞頂きました。 

成瀬君・・・長期お休みお詫び。 

樫畑君・・・林元ご夫妻に入会頂きまして。 

越部君・・・米山記念奨学生しーちゃん、初例会です。 

大工君・・・ドライバー折りました。石橋さん保険の手配あり 

               がとうございました。 

前窪君・・・早退おわび！！ 

 

   

    計￥ 60,000 -  累計￥ 2,705,790 - 

５月お誕生祝 

尚、本日は、和歌山

市 産業交流局 文

化スポーツ部 文化

振興課 文化財班 

主査の大木 要様

にもお越し頂きまし

た。 


