
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

本⽇、掛下会⻑は東京へ出張
に⾏かれたので、私が会⻑代
⾏を務めさせていただきます。
昨⽇の⽇曜⽇から寒波襲来し、
今年⼀番の寒さです。みなさ

ん風邪を引かないようにご注意して下さい。本⽇、
特に報告事項はありません。 
 

 
次週例会は年末クリスマス
家族例会です。時間は 18
時 30 分からとなっており
ますので、お間違えの無い
ようにお願いします。 

続きまして、先⽇皆様にお願い致しました、2 ⽉
11 ⽇チャリティーコンサートの観客募集について
の案内です。締切⽇が 12 ⽉ 25 ⽇となっておりま
すが、事務処理の都合上、少しでも早くご返答頂き
たいと思いますので、提出できる⽅から順次ファッ
クスをお願いします。また、チケットは 1 ⽉ 7 ⽇
新春初例会におきまして、チケット代⾦と引き換え
でお渡ししたいと思います。ご協⼒の程、よろしく
お願いします。 
 

 
◎親睦活動委員会        ⽩神 修次会員 

来週は年末クリスマス例会
です。たくさんの⽅にご参
加頂き有難うございます。
開始時間 18：30 です。ス
ケジュールが詰まっており

ますので、開始時間になりましらスタートいたしま
す。遅れないようにお願い致します。 
◎⻘少年育成委員会        栗⼭ 久会員 
地区より、ライラセミナーの案内が届いております。 

 

言行はこれに照らしてから 

Ⅰ.真実かどうか   Ⅲ.好意と友情を深めるか 

Ⅱ.みんなに公平か  Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

≪ 前回の例会記録 12 ⽉ 10 ⽇（⽉）≫ 
▼第 645 回例会  

○ロータリーソング  R-O-T-A-R-Y 
○ゲスト紹介   
○ビジター紹介   
○出 席 報 告  会員数 33 名 

本⽇の出席  12 ⽉ 10 ⽇ 28/33 名 84.84％ 
前々回修正出席  11 ⽉ 26 ⽇ 28/33 名 84.84％ 
メーキャップ  2 名 

≪ 次回の例会   1 ⽉ 7 ⽇（⽉）≫ 
▼第 647 回例会 (夜間例会) 
  ☆新春初例会  ☆誕⽣会 
 ☆賀寿お祝い  ☆年男年⼥よりひと⾔ 
  時間 18：30〜20：00 

≪ 本⽇の例会 12 ⽉ 17 ⽇（⽉）≫ 
▼第 646 回例会 （夜間例会） 

☆年末クリスマス家族例会 
時間 18:30〜20:30 
場所 ホテルアバローム紀の国 3F 孔雀の間 

 

  

 

 

２０１２-１３年度 
国際ロータリーのテーマ 

 
 

ＲＩ会⻑ ⽥中 作次  

会  ⻑／掛下  吉三   会報委員／岡本 嘉之 
副会⻑／松本  良⼆         ⼩形みちる 
幹  事／井上  晴喜 

[例会⽇] 毎週 ⽉曜⽇ 12：30〜13：30 
[例会場] 和歌⼭市湊通り丁北 2-1-2 ホテルアバローム紀の国 
[事務局] 和歌⼭市雑賀屋町 52 南⽅ビル２階 （〒640-8249） 
     TEL 073-435-3470 / FAX 073-435 -3472 
          E-mail：wa-az-rc@naxnet.or.jp 
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詳しくは回覧いたしますが、
該当者の推薦をぜひお願い
してご参加下さい。プログ
ラムの中にハイキングラリ
ーが含まれており、この機

会にアウトドア同好会の⽅もご参加頂き、基礎体⼒
増強の為に参加していただければよいかと思います
ので、宜しくお願い致します。 
⽇時 2013 年 3 ⽉ 29 ⽇（⾦）〜31 ⽇（⽇） 

 2 泊 3 ⽇ 
場所 大阪府⽴⻘少年海洋センター 

  大阪府泉南郡岬町淡輪 6190 
ロータリアンの推薦による 12 歳から 30 歳までの
研修⽣及びロータリアンのご家族の参加を募集。 
◎15 周年記念式典委員会    中尾 ⼋朗会員 

本⽇例会終了後に、15 周年
記念式典の委員会を開催し
ます。委員の⽅はお残り下
さいます様お願い申し上げ
ます。 

◎アウトドア同好会       當仲 清孝会員 
来週の年末クリスマス家族
例会にアゼリアバンドが出
演します。機材運搬のご協
⼒をお願いします。場所は 
和歌⼭市中之島 227 ヤマイ

チプラザ 向之芝３Ｆ、集合時間は 14：30 です。 
◎雑誌･広報･ＩＴ委員会     ⾜⽴ 聖⼦会員 

ロータリーの友 12 ⽉号読みどころ紹介 
横組み記事 
ＲＩ指定記事 ＲＩ会⻑メ
ッセージ 世界でよいこと
をするために Ｐ1 ＲＩ
会⻑ ⽥中 作次 

⽥中会⻑は、「2012 年は間もなく終わりを迎えよ
うとしています。私たちが自ら定めた目標とその進
捗（しんちょく）状況を確認する時期です。目標に
向けて、着実な成果を遂げているでしょうか」と、
問いかけています。そして、「未来の夢」について
は、「『世界でよいこと』をするためにロータリー財
団の能⼒を⼀層⾼めてくれるものと信じています」
と述べています。 
特集 家族⽉間 新たな風を P5-11 
12 ⽉は家族⽉間。「ロータリー」家族と会員、クラ
ブが⼀緒になって⾏った奉仕活動を紹介します。ま

た、ロータリーが新世代奉仕として育んできた、ロ
ータリー財団国際親善奨学⽣、ローターアクターや
インターアクターなどのＯＧ／ＯＢたち、新世代を
構成要員とするロータリークラブが誕⽣しています。
平均年齢の若い、新世代のロータリークラブについ
て紹介しています。 
最終段階にさしかかったポリオ 
THE ROTARIAN10 ⽉号 Ｐ12-17 
20 年以上にわたるポリオ撲滅活動について振り返
り、今、取るべき⼿段を議論しました。 
アレキサンダー・メヒア⽒に聞く Ｐ18-19 
国連訓練調査研究所（ユニタール ＵＮＩＴＡＲ）
広島事務所の前所⻑のアレキサンダー・メヒア⽒は、
2013 年 5 ⽉ 18〜19 ⽇に広島で開催される「ロー
タリー世界平和フォーラム」の講演者です。ロータ
リーから多くのことを教えられたというメヒア⽒に、
お話を伺いました。 
Rotary Moment ⼼に残るロータリーの体験 4 
P30-31 
今年度、新設された投稿欄です。「ロータリアンに
なって良かった」と思った瞬間。その瞬間は⼈それ
ぞれだと思いますが、ロータリーの活動の中で何か、
⼼に残る出来事を紹介する欄です。今後もふるって
ご投稿ください。 
今、ニッポンにはこの夢の⼒が必要だ Ｐ36-37 
国際ロータリー理事 松宮 剛・第 2580 地区パス
トガバナー ⽔野 正⼈ 
今夏、⽇本中を熱狂の渦に巻き込んだロンドンオリ
ンピック・パラリンピック。このオリンピック・パ
ラリンピックの感動を 2020 年には東京で、⽇本で
皆さまと共有したい。「スポーツの⼒」を⽇本の全
世代の⼈々に感じてもらいたい。そして⽇本が再び
元気を、勇気を、希望を取り戻すことが⽇本の未来
を創る⼒になると信じ、国際ロータリーの松宮理事
が東京 2020 オリンピック・パラリンピック招致委
員会評議会委員に加わることになりました。評議会
には、政界、財界、スポーツ界、その他から多くの
⼈々が参加しています。また、⽵⽥恆和理事⻑（Ｊ
ＯＣ会⻑、第 2750 地区・東京大崎ロータリークラ
ブ）のもと、第 2580 地区の⽔野正⼈パストガバナ
ーも実務に加わっています。8 年後の⽇本での感動
を実現するために、ロータリアンの皆さまのご⽀援
を賜りますようお願い申し上げます。 
掲⽰板 Ｐ42 
事務所住所変更 堺⻄ＲＣ  



〒590-0985 堺市堺区戎島町 4-45-1 ホテル・ア
ゴーラリージェンシー堺 オフィス棟 9 階 
例会場変更 堺ＲＣ・堺南ＲＣ・堺⻄ＲＣ 
ホテル・アゴーラリージェンシー堺 
縦組み記事 
認知症の予防・治療・療養の最前線 Ｐ2-6 
⻑尾クリニック院⻑・（医社）裕和会理事⻑・関⻄
国際大学客員教授 ⻑尾 和宏 
認知症の男性に多く⾒られる症状の⼀つが、「浮気
妄想」です。⼥性の認知症には、「モノとられ妄
想」が多く⾒られます。今や、⾼齢者の 8 ⼈に 1 
⼈が認知症という時代になろうとしています。もの
すごい勢いで増えています。 
この⼈、この仕事 時代を⾒通し製品を世の中に送
り出す P7-9 
㈱⽚岡製作所代表取締役社⻑ ⽚岡 宏⼆京都南ロ
ータリークラブ 
職業を通じて会員個⼈を紹介します。今回は京都南
ロータリークラブの会員です。 
卓話の泉 Ｐ10-11 
例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、
各クラブからロータリーの友事務所に定期的にお送
りくださった会報・週報から、⼀般的に⾖知識とし
て活用いただけるような卓話を選び掲載しています。 
ＳＮＳとは ⾼野⼭大霊園 事務⻑ ⾼井知弘（⾼
野⼭ RC で、同 RC 会員） 
ロータリー俳壇 歌壇 柳壇 Ｐ12-13 
俳壇  ⾦⽊犀⼦等皆遠く住みにけり  
            ⽥辺東ＲＣ 谷峯 恭⼦ 
柳壇  若先⽣パソコン⾒ずにわたし診て 
            ⽥辺ＲＣ  ⻑野  ⽺ 
    これ以上何を脱ぎますクールビズ 
            堺清陵ＲＣ 物種 唯修 
友愛の広場 Ｐ16-20 
会員の皆さまの投稿のページです。ロータリーから
少し離れて自由に、またロータリーライフでの意⾒、
思いを語ります。 
国境のゾウ 堺フェニックスＲＣ ⼩林 雄志 
ロータリー・アット・ワーク Ｐ21-33 
地域のボーイスカウトを⽀援 ⾼野⼭ＲＣ 
 
 
会⻑エレクト          安宅 浩⼀会員 
先⽇発表しました通り、クラブ細則第３条第２節に
基づき、年次総会にて決定した、会⻑ノミニー、次

年度副会⻑、会計及び理事
とで協議した結果、次年度
幹事は宮本和彦会員、ＳＡ
Ａは⽩神修次会員にお願い
することになりました。 

 
 

「制服の役目」         ⿅嶋 克⼦会員 
皆様こんにちは！⼊会の折、
当社の説明が出来ておりま
せんでしたので、先に概要
をお話させていただきます。
明治 40 年に、私の祖⽗が

北ブラクリ丁に輸⼊雑貨の店を出しました。⽗の代
には総合卸問屋を営み、“⽩象印”のブランドで、学
⽣服や作業服等を製造していました。私も 5 歳位
から、忙しい時は⼯場で釦やホック付けをしたのを
覚えています。今でもホック付けの速さは⼈に負け
ないかなと思います。 
昭和 25 年に法⼈化し、自社ブランドの“⽩象印”か
ら菅公学⽣服和歌⼭総代理店として歩んできました。 
27 年前、夫の代に総合問屋から、 
学⽣⾐料全般（学⽣服、セーラー服、保育、幼稚園
児服、各特殊学校制服、体育⾐料、トレーニングウ
エア、かばん） 
企業ユニフォーム（作業服、事務服、⽩⾐他）の、
2 点に絞ったのですが、これがバブルを乗り越えら
れた大きな要因と思われます。5 年前より、息⼦が
引き継ぎ、新しい風を⼊れて頑張っています。 
スクリーンの画⾯は菅公学⽣服県下総代理店として
の当社の営業活動の内容です。 
県北部は⾼野⼭、橋本から、南部は新宮まで⼩売店、
大販店、学校とお取引をさせていただいています。 
業務の最大のポイントは「⼊学式に全員に制服を着
用してもらう」ことです。公⽴⾼校の合格発表から
採寸、納品までの 15 ⽇間が 1 年で最も忙しく大変
で、使命感で緊張する時期でもあります。メーカー、
⽣地メーカー、アルバイトは述べ 50 ⼈位、そして
⼩売屋、百貨店の応援で乗り切ります。 
＊本題の制服。ユニフォームの役割に⼊ります。 
 役割として、 
①動きやすく、仕事や運動がやりやすいこと 
②会社、学校等の集団の特徴を⼀目で表す 
③その時代にあった⾒た目の美しさ、かっこ良さ 
 



当社では、僧侶と自衛隊の服以外は取り扱っていま 
す。ここで学⽣服についてお話させて頂きます。以
前、学校制服について、私服化等の議論がされた時
期がありました。アメリカではずっと自由な服装で
したが 1990 年位より校内外の問題が多くなり、⽗
⺟の願いでカリフォルニアロングビーチで学校制服
が始まり広がっています。15 年程前、海南⾼校で
自由服装になったことがありますが、⽗兄より制服
着用に決めてもらわないと毎⽇大変だとの意⾒が多
数で、制服に戻りました。アメリカの例でもそうで
すが、⽇本でも荒れた学校を⾒直す時、制服を⼀新
することが多くなっています。⼜、かっこいい⼥⼦
制服に憧れてネットなどで⼿に⼊れ、六本⽊あたり
で着て歩くような時代なので、制服に対する関⼼度
は大きくなっています。そこで特に最近は公私⽴に
関わらず制服に拘る学校が増えています。 
これは違う次元の話としてですが、お⽗さんの背広
が⼀着上下 1 万円で買えるのに、⼦供の制服に 3
万もかかるのかと、⾔われた事もありましたが、背
広上下 1 万円の商品は 1〜2 度着て悪くなれば処分
すればいいのですが、学校制服は 3 年間毎⽇着て
もらえるよう、⽣地、付属品、縫製⽅法に⾄るまで、
厳選され作られているのです。 
⼩倉産業ではこうした和歌⼭県内の学⽣服製造、販
売を通じて、未来のある⽣徒達へ制服を提供し、更
なる学校での活性化を目指しています。制服が学校
⽣活の大切な思い出を育み、⽴派な社会⼈へと旅⽴
ってほしいとの願いを込めています。 
下⼿なお話で失礼致しました。⾼校⼊学試験発表か
ら⼊学式までの繁忙期について以上のような訳で、
ロータリーも⽋席になりますが、どうぞご理解下さ
い。余暇には楽しみに絵⼿紙をしていますが、全国
の絵⼿紙友達 30 名ばかりの⽅に、「繁忙期で交流
できません。ごめんなさい・・・」と、お断りをし
ていますが、⼀⼈の若い⼥性から「喜びごとのお⼿
伝いをしているお仕事、頑張って！」とのメッセー
ジを受け、自分達の仕事を改めて⾒直しました。こ
のメッセージに励まされ、苦しいこと、⾟いことも
ある仕事ですが、健康なかぎり、続けていくつもり
でいます。本⽇はありがとうございました。 

 
 

＊ニコニコ箱 
掛下 吉三会員 
今⽇は仕事で出張の為、お休みさせて頂きました。

副会⻑の松本良⼆会員、宜しくお願い致します。そ
して、⿅嶋さんの卓話を聞くのを楽しみにしていま
したが、残念です。宜しくお願い致します。 
松本 良⼆会員 
1 年間会⻑は嫌やけど、1 ⽇会⻑はええもんですね。
朝、仏さんの⾦を鳴らして、昼はロータリーの⾦を
打つ。 
井上 晴喜会員 
良さん、ピンチヒッターよろしく！残り半年もいっ
ときますか？ 
中村 善夫会員 
理事なのにクラブ協議会をドタキャンしてしまい、
スミマセンでした。 
⼩形みちる会員 
⿅嶋会員！週報での速絵ハガキとってもステキです
ネ。この後の卓話も楽しみにしていました。リラッ
クスしてよろしくお願い致します。 
本⽇合計額 16,000 円  今年度累計額 701,770 円 
＊ロータリー財団 
掛下 吉三会員  
本⽇合計額   4,000 円 
＊⽶⼭奨学  
掛下 吉三会員 
本⽇合計額   4,000 円 
 
●市内ロータリークラブ 例会情報 

ク ラ ブ 名 ⽇  時 内    容 
和 歌 ⼭ 北 12 ⽉ 17 ⽇ (⽉ ) 例会変更→23 ⽇（⽇･祝） 

年末家族例会 17：30〜 

和 歌 ⼭ 12 ⽉ 18 ⽇ (⽕ ) 「年末家族会」17：30〜 
於：ホテルグランヴィア和歌⼭ 

和歌⼭東南 
 

12 ⽉ 19 ⽇ (⽔ ) 
 

例会変更→24 ⽇（⽉･祝）18:３０〜ク
リスマス親睦家族例会 
場所:ロイヤルパインズホテル 

和 歌 ⼭ ⻄ 12 ⽉ 19 ⽇ (⽔ ) 例会場変更：華新 18：30〜忘年例会 

和 歌 ⼭ 東 12 ⽉ 20 ⽇ (⽊ ) 卓話 

和歌⼭城南 12 ⽉ 20 ⽇ (⽊ ) クリスマス家族例会 
１８：００〜 於；アバローム紀の国 

和 歌 ⼭ 南 12 ⽉ 21 ⽇ (⾦ ) 例会変更→23 ⽇（⽇）18：00〜 
ﾀﾞｲﾜﾛｲﾈｯﾄﾎﾃﾙ クリスマス家族夜間例会 

和 歌 ⼭ 中 12 ⽉ 21 ⽇ (⾦ ) 例会変更→22 ⽇（土）18:30〜クリス
マス家族会 於：サンクシェール 

 
◎サイン受付 
和 歌 ⼭ 北 Ｒ Ｃ：12 ⽉ 17 ⽇（⽉）12:00〜12:30 ルミエール華⽉殿 
和 歌 ⼭ Ｒ Ｃ：12 ⽉ 18 ⽇（⽕）12:00〜12:30 ダイワロイネット 
和 歌 ⼭ ⻄ Ｒ Ｃ：12 ⽉ 19 ⽇（⽔）12:00〜12:30 ラヴィーナ和歌⼭ 
和歌⼭東南 RC：12 ⽉ 19 ⽇（⽔）12:00〜12:30 ルミエール華⽉殿 
和 歌 ⼭ 南 Ｒ Ｃ：12 ⽉ 21 ⽇（⾦）12:00〜12:30 ダイワロイネット 
和 歌 ⼭ 中 Ｒ Ｃ：12 ⽉ 21 ⽇（⾦）18:30〜19:00 中ＲＣ事務所１Ｆ 


