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 西村昌記 植田好紀 越部早絵 

2021年６月 第２週 

  

  ２０２１年６月１１日（金） No.２８４７ 

 第２９０３回 例会 

 ○ ソング「四つのテスト」 

 〇 卓話「１年を振り返って」 

          樫畑 国俊 会長 

  

 ６月１８日（金） 

 ○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」 

 〇 最終夜間例会 

    ダイワロイネットホテル和歌山 

          １８：３０～ 

 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 ６月 ４日（金） 

出席報告    会員８２名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席５５名  ホームクラブ出席者６７．０７％ 

 

ア ル・カ ポ ネ は ゴ ッ ド フ ァ

ザー、スカーフェイス、アンタッ

チャブル、カポネなど沢山の

映画にもなったマフィアのボス

です。 

ポール・ハリスとマフィアのア

ル・カポネが生きた時代は、ア

メリカの歴史上で最も過酷な

時期だったようです。 

1920年の禁酒法開始とともにマフィアが台頭し、1929年

にはセントバレンタインの虐殺が起こっています。 

また、同年、ニューヨーク株式の暴落で大恐慌が始まり

ました。 

その後、禁酒法が約13年、大恐慌が約4年続き、両者と

も1933年に収束しました。 

この間アル・カポネがいたシカゴはまさに悪の街でした。 

2人は政治的にも経済的にも道徳的にも退廃したシカゴ

の同時代を良くも悪くも活躍したのです。 

 

ポールハリスがRCを創設したのは1905年で、37才でし

た。 

当時、アルカポネは6才でした。 

禁酒法が始まった1920年には、それぞれ52、21才で

す。 

当時RCは職業奉仕か社会奉仕かで議論を交わしてい

た時代です。 

アルカポネはマフィアの大ボスジョニートリノの子分とし

て２１才にして既に活躍しており、1925年25才の時に

は、トリノに代わり暗黒街を支配していたようです。 

1931年はアルカポネにとっては忘れられない年でありま

した。 

彼はシカゴ市内に約2000の無料食堂を開設し、失業し

た労働者に食事を振舞っていました。 

しかし同年、連邦捜査局のエリオット・ネスに逮捕され、

その後11年の実刑判決を受けてアルカトラス島に収容さ

れます。32才の時でした。 

 

当時のシカゴRCは、内では職業奉仕の理念や職業倫

理が確立し、社会奉仕かで大論争を繰り広げ、外では

シカゴ市民のためにマフィア粛清に大活躍をしていたと

想像できます。 

アルカポネが死亡したのは1947年1月25日、48才でし

た。 

ポールハリスは、そのわずか2日後に死去します。79才

でした。 

結局生涯を通じて接点は確認できなかったようです。 

2021－22年度国際ロータリーテーマ 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

幹事報告 

委員会報告 

60周年記念誌部会 

 野村壮吾部会長 

皆さんのご協力の

お か げ で、原 稿 が

すべて集まりました

⁉と、言いたいところ

ですが、残念ながら

まだ集まっておりま

せん。 

お写真とコメントの提出をお願いいたしま

す。 

 

林 芳史 

次年度幹事 

６月１日上西年度第

１回クラブ協議会を

開催致しました。次

年 度 理 事 役 員、委

員 長 の 皆 様、出 席

頂きありがとうござい

ました。 

７月より一年間宜しくお願い致します。 

○先のインターシティミーティングに

ついて東南ロータリークラブから

YouTubeでの配信のご案内が来て

います。 

○本日第一例会のため今年度最後

の理事役員会がございます。よろし

くお願いいたします。 

米山記念奨学会 

米山記念奨学会より坂東利仁会員、北芝昌明会員に第1

回米山功労者感謝状が届きましたので樫畑会長よりお渡

し致します。 

地区より地区内での 「夫婦・親子・兄弟姉妹ロータリアン」記念盾が届きまし

た。本日出席の井口廣昭会員・樫畑国俊会員・橋本忠通会員・橋本忠美会

員・坂東利仁会員に贈呈致します。 

    親子・兄弟 ロータリアン 

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 」 

卓 話 

あらためて自己紹介をさせていただきます。 

1975（昭和50）年5月5日こどもの日生まれの46歳。埼玉県

出身、自宅は神奈川県で家族は妻と息子・娘の4人家族で

す。現在、息子（大学2年生）も一人暮らしをしており、3か

所に分かれて生活をしております。最近、ようやく自炊がで

きるようになりました。趣味はスポーツ観戦（申し訳ありませ

ん巨人ファンです）、映画鑑賞、ドライブです。 

 

1998年（平成10）に入社。当時は新日本証券で配属先は

阿倍野支店、その後、合併を繰り返しながら京都支店、組

合専従、本店営業部、人事部、営業店業務部、渋谷支店

に勤務し、2021年4月より和歌山支店に参りました。まだま

だ、和歌山のことは勉強中ですので、是非ご教示くださ

い。 

 

弊社は、1917年7月に設立。現在、従業員数7,592名、国

内254、海外20拠点をでお客さまの運用ニーズに始まり、

その他多くの事業展開をみずほグループ一体で対応して

おります。ロータリークラブの精神である「奉仕活動」とまで

は行きませんが、特に近年では社会貢献にも積極的に力

を入れており、様々なイベントで協賛させていただいており

ます。そのような中、我々は如何にお客さまのお役に立つ

かを常に考え、「日本の家計の豊かさの増進に貢献する」

ことをモットーにグローバルエクイティ戦略を展開しておりま

す。ポ イ ン ト は「Time，Not Timing」で す。大 事 な こ と は

TimingではなくTimeと考えております。つまり、グローバル

エクイティに（特に米国株式）に長期・分散・継続投資する

ことが上記目標を達成するうえで最も近道で且つ、みなさ

まのお役に立てると信じております。人生100年時代と言わ

れる中、まだ投資をされていない方は、本当にこのまま何も

しなくてもよろしいのでしょうか？ご不安等あれば是非、お

気軽にご相談いただければ幸いです。 

 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・湯山君 

奥様誕生日・・・庵田君・大林君・北芝君・吉村君 

事業所創立・・・大山君・北芝君・栗本君・田村君・野村君・ 

          広瀬君 

入会記念日・・・山本君 

坂東利仁君・・・久し振り出席させて頂きいろいろ頂きまし 

          てありがとうございます。 

吉村君・・・今月でソング唄い納めです。 

林（芳）君・・・次年度クラブ協議会 出席・報告ありがとうご 

         ざいました。一年間宜しくお願い致します。 

野上君・・・アンダさん、ありがとうございました。 

橋本忠美君・橋本忠通君・・・何か訳のわからないものをい 

               ただいて。今後はいりません！！ 

庵田君・・・2回目コロナワクチン無事完了2回目は大変しん 

       どかったです！！  

宮本保志君・・・長期欠席すいませんでした。 

 

 

 

    計￥ 90,000 -  累計￥ 2,829,790 - 

６月お誕生祝 

「みずほ証券と私」 
 

   志賀 功樹 会員 
       (みずほ証券和歌山支店 支店長） 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

」 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

６０周年記念ＤＶＤ&Blu-ray 

先日行われた和歌山南ロータリークラブ創立60周年の記念イベントと記念例会を収録したDVD&Blu-rayが完成

しました。収録している内容はどちらも同じです。 

Blu-ray DVD 

Disc1 「記念事業編」とDisk2 「記念例会・中村恵様記念講演編」の2枚組 

ディスクを再生すると左図のようなメ

ニュー画面が現れます。ご希望のタイ

トルを選んで再生してください。 

 

ディスクの収録容量の関係で実際に行

われた順番と少し違っています。 

中村恵様の講演は「記念例会編」に収

録しています。 

 

その他は当日の順番どおりです。 

 

Blu-rayもDVDも同じ内容です。 


