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岡本ガバナーエレクト様、米山奨学

生ファム・ティ・キムチさんようこ

そいらっしゃいませ。 

そして、梅田さん本日の卓話宜しく

お願い致します。以前に頂いたお母

様の本を読ませて頂いてます。それと重ねて梅田さん

の卓話を楽しみにしております。 

昨日松本良二会員、藤田会員、そして私とで南海グリ

ルにて開催された米山奨学生オリエンテーションに参

加してまいりました。今日はキムチさんに来て頂いて

おりますが、月 1 回ではなく来られる時はいつでも

来ていただいてアゼリアメンバーの皆さんと交流を計

って下さい。メンバーの皆さんも自分の娘の様に接し

て頂き、キムチさんも気兼ねなくなんでもフランクに

聞いてもらえたらと思います。これから一年よろしく

お願いしておきます。 

先週土曜日和歌山ＲＣ創立 80 周年記念式典に當仲副

会長と出席致しました。私も市内クラブの周年式典に

出たのは初めてです。私達も来年 20 周年ですので興

味を持って出席してまいりました。来賓としては副知

事、市長、地区ガバナー、パストガバナー、姉妹クラ

ブ、親クラブなど会員含め 200 名位出席されていま

した。記念事業としては金美齢さんの講演会、青少年

育成奨励金として和歌山の若きスポーツアスリート６

名くらいに奨励金を渡していました。懇親会ではマグ

ロの解体ショー、山口采希さんと言う歌手のステージ

でした。司会は和歌山放送のアナウンサーでしたので

式典が終わってから當仲さんが次年度の参考の為にア

ナウンサーにギャラはいくらかと聞きに行き、又後日

連絡くれる事になっています。以上会長報告終わりま

す。 

◇◇ 会長報告    大野 治朗 会長 ◇◇ 

  

国際ロータリー会長 ジョン F. ジャーム 

第 2640 地区ガバナー 福井 隆一郎 
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会  長 ／ 大野 治朗 副会長 ／ 當仲 清孝  幹事 ／ 栗山  久 

会報委員／西出 隆一 田邊 和喜 多治川 仁 

[例会日] 毎週 月曜日 12：30～13：30 

[例会場] 和歌山市湊通丁北 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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＊ 本日の例会  5 月 8 日（月）＊ 

▼第 828 回例会   

  ☆誕生会 

☆外部卓話「青少年奉仕月間にちなんで」 

   ＲＩ第 2640 地区奉仕委員長 

         中西 秀文様（海南東 RC）               

＊ 次回の例会  5 月 15 日（月）＊                    

▼第 829 回例会   夜間例会 

  ☆移動例会 

場所 ㈱島精機製作所 10 階レストラン 

「ベルヴェデーレ」 

   時間 19 時～21 時  

＊16時～17時半までワンワン街頭募金活動があり

ます。            

  ＊ 前回の例会記録 4 月 24 日（月）＊ 

▼第 827 回例会   

○ロータリーソング  奉仕の理想 

 ○ゲ ス ト 紹 介  ファム・ティ・キム チさん 

○ビジター紹介  2017-18 年度 ガバナー 

岡本 浩様（和歌山城南 RC） 

○出 席 報 告  会員数33名（内 出席免除3名） 

本 日 の 出 席   4 月 24 日 21/31 名 67.74％ 

前々回修正出席  4 月  3 日  29/33 名 87.88％ 

メーキャップ   1 名 



 

来週５月 1 日は休会です。5/15 の

夜間移動例会の会費 8,000 円は、

来週 8 日に徴収させていただきま

すのでご準備お願いいたします。

2016 年手続要覧を２月末にお配り

しているかと思いますが、一部訂正があったとの事

で、訂正文が届きました。受付に置いていますので各

自お持ち帰り下さい。 

 

2016 年手続要覧 訂正箇所 

7 ページ 誤 「3）行為と友情を深めるか」 

     正 ➡  好意 

8 ページ ロータリー財団の標語 

     誤 （ロータリー財団章典 7.090.1） 

     正 ➡  削除 

（ロータリー財団章典に引用なし） 

裏表紙  誤 「2）みんなに公正か」 

     正 ➡      公平か 

 

 

２０１７-２０１８年度地区大会の

件について 

本日は２０１７-２０１８年度の地

区大会に関し、１名の地区大会実行

委員のご推薦をアゼリアＲＣの皆様

にお願いにあがりました。上記実行委員会につきまし

ては、地区研修・協議会終了後の５月下旬に第１回委

員会を開催する予定にしています。何卒ご協力賜りま

す様、よろしくお願い申し上げます。 

 

 

◎米山記念奨学会功労者賞表彰 

後和 信英会員 

公益財団法人ロータリー米山記念奨学会より、後和 

信英会員へ第 2 回マルチプル米山功労者賞の感謝状

が届きました。これは 10 万円ごとに届けられ、後和

さんは今回で 210,000 円になりましたので、2 回目

になります。大野会長より後和会員へ感謝状の授与。 

たくさんのご寄付ありがとうございます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎職業奉仕委員会        岡本 嘉之委員長 

今年度も残すところ 2 ヶ月とな

りましたが、6 月 17 日の土曜日

に、職業奉仕、社会奉仕、青少年

育成委員会の合同奉仕活動としま

して「あいとく子ども食堂」に通

う子ども達を対象とした田植え体験を実施します。詳

しくは本日配布しているご案内にお目通しいただき、

皆様のご協力をお願い致します。 

 

１．実 施 日：2017 年 6 月 17 日 （土曜日）  

２．時   間：9 時半～11 時半頃まで  

アゼリアメンバーは 9 時集合 

３．集合場所：和歌山市布施屋 

４．持 参 物：田植え時の服装は泥まみれになっても 

良い服装と靴下 2 枚重ね履き。 

長靴などの靴は不要。手洗い水飲み場はございません

ので、各自でポリ容器またはペットボトル等に水をご

用意下さい。併せて着替え、タオル等もご用意下さ

い。締め切り 5 月 8 日（月） 

 

◎ロータリー財団･米山奨学委員会 藤田眞佐子委員長 

4 月 23 日の日曜日、今度米山奨

学生を受け入れるにあたって「米

山記念奨学会オリエンテーショ

ン、受け入れ奨学生の入学式」が

開催され、大野会長と松本良二国

際奉仕理事とで参加して参りました。 

ベトナム出身のキム・チさんのカウンセラーとして一

年間楽しく思い出作りをしていきます。 

◇◇ 幹事報告  岡本 嘉之 副幹事 ◇◇ 

◇◇ 岡本ガバナーエレクトより  ◇◇ 

◇◇  委  員  会  報  告  ◇◇ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

昨日の会合で初めてお会いした時のファム・ティ・キ

ムチさんは笑顔の素晴らしいステキな女性でした。こ

のような女性の担当でよかった～と思いました。 

「明日例会があるんです」と、キムチさんに言いまし

たら「ご挨拶に参加させていただきます」と言って今

日は来てくれています。キムチさん、これから一年間

しっかり頑張って勉学に励み、日本の良い所を学び楽

しんで下さい。 

キムチさんには月一回例会にお越し頂いて、奨学金の

受け渡しをさせて頂きますが、学校の関係上、夜の例

会にご参加頂く事が多くなるかと思います。皆様よろ

しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎第 1 回クラブ協議会開催 

次年度幹事 井上 晴喜理事 

本日例会終了後になりますが、場

所を５階会議室に移動し、次年度

第 1 回クラブ協議会を開催しま

す。理事役員委員長の皆様、お忙

しいとこと恐縮ですがご出席よろ

しくお願い致します。 

 

◎ゴルフ同好会          掛下 吉三理事 

4 月 15 日に開催されました和歌

山市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会の剰

余金が 5,610 円ございましたの

で、ニコニコに入れさせていただ

きます。 

また、６月 3 日にアゼリアコンペを予定しておりま

す。同じく紀伊高原ゴルフクラブで、大野会長を労う

ファイナルコンペですので、ぜひ皆さんご参加下さ

い。 

 

 

◎「私と母」           梅田 千景会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇◇  内  部  卓  話  ◇◇ 



皆様 今日はつたない話ですが、最後までお聞き下さ

い。 

母の本は読んで頂けましたでしょうか？ 

４年前の２０１３年５月に母が亡くなり、母が亡くな

って１週間の間に次の社長を決めなければいけなく

て、その時に、私に社長になれと言われたのですが、 

姑も母と同時に入院して同じように透析をしなくては

ならない状態で、舅も一人では出歩け無かったです

し、流石に引き受ける事は出来なくて、舅も亡くな

り、姑も施設でお世話になる事が決まり、２０１４年

９月末に私が跡を継ぎました。 

社長になり、色々ゴタゴタ有りまして、その最中に

偶々井上さんとお会いし、このアゼリアにも入らせて

頂きました。 

 

私は、和歌山市東長町で 父島正博 母和代の長女と

して生まれました。小さい時は色黒で男の子によく間

違われました。弟は色白で、母はお腹の灰汁を全部取

って産まれたと言っていました。小学４年までボロボ

ロのプレハブに住んでいました。本当に貧乏でボロボ

ロで。 

でも、その中でピアノも習わせて貰いました。但し家

にはピアノは無く、母の美容師の姉の娘、一回り違う

従妹が習っていたので練習は叔母の家です。 

茶道も習わせて貰い、お蔭で今まで続いていて茶道教

室も開いています。茶道も従妹が花嫁修業で習いに行

くのでついでにと。母としたら習っておいて損は無

い、母自身が習えなかったので私達娘に習わせてくれ

ました。 

貧乏に変わりは無いので、近所に 2 つ年上の子がいた

ので、服や色々その子のお下がりを貰いました。弟は

長男で大事にされていましたので新しく買って貰って

いました。買って貰えなかったのは自転車です。いつ

も友達の後を走っていました。母の言い訳は、運動会

で１番になれる、でした。 

今福の豪邸に引っ越したのですが、本当に雲泥の差で

す。門が有り、ガレージが有り、広い庭が有り、引き

戸がドアになり、応接間にテーブルと椅子が有り、広

い台所に、脱衣所の有るお風呂場、２階に上がる階段

の下に池が有り、２階には子供部屋、私の部屋も出来

ました。そして勿論、ピアノも。 

会社も大きくなり家も建ちましたが、母はいつも、会

社はお金持ちだが家は貧乏お金は無い！と言っていま

した。 

砂山小学校から、新しく出来た今福小学校、そして西

和中学校に通いました。家の門と中学校の門が横断歩

道でつながっていました。朝お弁当が間に合わなかっ

た時、母が昨日の残りのカレーを持って来ました。ス

ープの冷めないではなくカレーの冷めない距離ですか

ら。母曰く、こんな美味しいお弁当無いよ、です。 

中学１年の時に一番下の妹・都が生まれました。殆ど

私が子守をしました。 

中学２年の時には、本にも書いてますが、島精機の労

争が有り、母の強さを知りました。授業中でも街宣車

が来ましたし、家の周りは張り紙だらけで学校に行く

のも嫌でしたが、母は、お父さんは何も悪い事をして

いないのだから堂々としていなさい、と怖気づく事無

く、きっぱりした態度でいました。押しかけて来た人

達にホースで水をかけた事が有り、後になって、カレ

ー事件の林より水を撒いたのは私が先や！と自慢して

いました。でも陰で泣いていた事を私は知りませんで

した。 

家の近くに高校は有りましたが、中学校が家の目の前

だったので、寄り道も出来ず友人とおしゃべりしなが

ら帰るという事も出来なかったので、あえて遠くの 

向陽高校に決めました。弟の高校を決める時、母は同

じ高校にして、保護者会に行くの１回で済むから、

と。 

大学は 家から通うなら４年制に、東京に行くなら短

大で、と条件を出され大阪京都に行きたい大学は有り

ましたが、この時とばかりに東京を選びました。 

高校からの帰りに和歌山駅で電車待ちの友人とアイス

を食べて、家に帰ると先に母から、アイス食べてたや

ろ！と言われるのです。 

島精機も大きくなり有名になってきていたので、私が

知らなくても世間の方は島精機の娘と知っています。

いつも監視されているような感じでしたので、とにか

く和歌山から抜け出したかったのです。 

東京でも良いというのは、両親が若い時からお世話に

なっていた方が横浜に住んでいて会社が東京に有った



からで、誰も知合いが居なければ行けて無かったと思

います。 

弟は千葉の大学だったのですが、１年最後の保護者面

談に母の代わりに私が行きました。私が東京にいた間

に母が上京したのは２～３度でした。 

任せられていたのか、ほったらかしにされていたの

か、忙しくて無理だったのか。 

短大は英文学科だったのですが、文学は苦手だったの

で、貿易英語やタイプライター、英会話など社会に出

て直ぐに役立つ事を目的にした実務コースを今でいう

秘書コースを選びました。 

タイプをしていたお蔭で会社に入ってワープロを直ぐ

に使えてこき使われました。 

短大を卒業してアメリカ留学を企んでいたのですが、

父には、留学しなくても会社にアメリカ人が入社した

から英語が話せる、母には、お父さん寂しいってと言

われ、和歌山に引き戻され島精機に入社しました。途

中入社でしたので流石に入社試験は受けませんでした

が、仕事は皆と同じ様に、お嬢様扱いされたく無かっ

たですし、母も地位や名声で判断されるのが嫌な人で

したので、残業もしましたし、一人で地方出張も海外

出張もしました。母と舅が同じ岩出で、母と姑が何か

の会で会った時、うちには要らない息子が居る、うち

には行遅れの娘が居る、で話がまとまり、私は主人と 

会う事になりました。母は良く主人の事をＶの谷間と

言いました。主人の兄はお医者様で優秀、妹さんも優

秀でお医者さんに嫁いでいます。 

主人はやんちゃでお祖母ちゃんのおかげで大学に入れ

て、妹さんのおかげで大学を卒業出来、叔父さんのお

かげで就職できた、そんな人です。なので私より父の

方が とても気に入ってしまいました。 

結婚の為島精機を退職し、ちょこっと花嫁修業をし

て。 

結婚して東京で生活する事になり、新婚旅行の間に引

っ越しの荷物を 母と姑で片付けてくれていました。

旅行から帰ってマンションに着いた途端、母が帰る、

と。私は見ず知らずの土地で不安だったので、せめて

昼ご飯でもと、引きとめましたが、食べ終わったらそ

そくさと帰ってしまい、私はその日の夜から一人ご飯

です。 

出産の時もそうでした。和歌山で出産するつもりで、

母に東京まで迎えに来て貰ったのですが、帰れなくな

り、母が来てるなら出産しましょうかとなりました。 

夕方位に生まれると思うから、それまで家の片づけを

してくれて、母が病院に着いた時には生れていて、孫

の顔を見たら、無事に生まれたからお祝いの食事に行

って来る、と、横浜の知人と出かけてしまいました。 

主人も夜遅くに病院に来て男が良かった、と一言。母

も次の日には和歌山に帰って行きました。 

一般的に 孫は可愛い者だと思いますが、母は孫であ

れ他人の子であれ、同等に扱いました。遠慮なく怒

り、大人と同じように扱いました。 

私の子育ては東京で始まりましたが、母をあてにして

も多分来てくれそうにないですし、ちょっと来て？と

言っても、直ぐに来れる距離でも無いですし、主人も 

姑も、頼りにならないですし、何とか一人で頑張りま

した。 

結婚３年目子供が１歳半の時、主人の島精機入社を機

に和歌山に戻りました。 

その時に、和島興産（株）監査役に就任していました

が、まっ名目だけでした。 

９才から始めた茶道で教授の資格を取っていましたの

で、実家のお茶室で茶道教室を始め、母が始めたブテ

ィックを手伝っていました。 

のんびりと主婦をして、お茶のお稽古して、お稽古に

行って、時々嫁をして、ブティックを手伝って。その

うちに主人も単身で香港駐在になりましたので、本当

にのんびり・のんびり主婦をしていました。 

何かイベントが有ると母の黒子みたいには手伝ってい

ましたが、事業には全く関わっていませんでした。 

フォルテが出来てからも、買い物に来るだけで、お客

様目線では協力していましたが。 

社長になって、経理・総務・営業など、説明を受けて

も チンプンカンプン。最初は“社長”とだけ呼ばれて

も知らん顔で誰の事？だったので、それからは名前付

きで呼ばれています。父の事は 大社長、母の事を和

代社長、私は千景社長です。 

最近はやっと内容が分かってきて、仕事のやりくりが

出来るようになりつつあります。 

母は５０才で和島興産をはじめ、７０才の時フォルテ



を開業しました。 

大変だっただろうなぁと今頃になって身にしみてわか

ります。フォルテ開業の時の苦労の相当で、母は泣い

たり怒ったり。 

温泉を掘るにしても周囲の住民の方々の意見や、スー

パー経営の為に業者に協力を頼むにしても、ことごと

く反対されたり文句を言われたり。 

世間の方々の見方や意見に 母は苦労していました。 

旧丸正が閉めたあと、ぶらくり丁は人一人歩いていな

くて、母はフォルテ開業を嫌がっていましたが、父の

一言で決められてしまいました。 

和島興産は母の会社ですが、一つ一つ父が意見を言う

ので、いつも「乗っ取られる～」と文句を言っていま

した。今も私が頼り無からか、ほぼ毎日顔を出しま

す。 

母が亡くなってから私は、ご飯食べながら泣き、トイ

レに入っては泣き、お風呂に入っては泣き・・・、会

う人に“お母さん”という一言を言われては泣き。 

朝礼で社長の一言を話さないといけないのですが、一

言話せば涙が出て、社員にいつ泣かんと話せるように

なるかなぁと言われる始末です。 

未だに、母の話をすると涙が溢れてきますが。 

今日は・・・泣かずに 

母が商工会議所女性会の会長をしていた時の副会長が

松田さんで、今は会長をされています。松田さんから

のお声がけで私は去年から副会長をさせて頂いていま

す。 

紀三井寺の桜を守る会も母が初代会長で、私が２代目

に就任しました。末妹・都の母代りも。 

私には お母さんには・・・、お母さんの時は・・・

と言われるのが一番つらいですが、いつまでも母の事

を思っていて下さる事に感謝しています。 

母の代わりは出来ないですし、母を超える事も出来な

いですが、少しでも母に近づけたらと思っています。 

 

終わりに母が最期に歌った歌 愛をありがとうの歌詞

を 歌えないですが・・・ 

 苦しい事は 今は笑い話になるは 

 生きていく喜びをありがとう 

 

母の最期の出来事で、私の手を握り返した事で、今の

私があるのかなと思います。 

ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017-18 年度ガバナー岡本 浩様 

２０１７-２０１８年度地区大会実行委員ご推薦のお

願いにあがりました。ご協力の程お願い申し上げま

す。 

大野 治朗会長 

梅田さん、卓話よろしくお願いします。キムチさん、

最初は緊張するかと思いますが、すぐ慣れますよ。一

年間よろしくお願いします。 

藤田眞佐子会員 

梅田さん、卓話楽しみにしています。キムチさん、明

るく素晴らしい女性、一年間頑張って下さい。よろし

くお願いします。 

井上 晴喜会員 

ファム・ティ・キム・チさん、はじめまして！一年間

よろしくお願いします。 

松本 良二会員 

梅田さん、涙、涙、母への慕情の物語聞かせて下さ

い。キム・チーちゃんようこそアゼリアへ。 

ついでに勝ったでぇ～ 

内藤 和起会員 

岡本次期ガバナーようこそお越し下さいました。キ

ム・チーちゃん初めまして。千景さん、卓話楽しみで

す。島さんが昔「私の半分位しかないなぁ」（たぶん

体重の事）って笑ってた笑顔を思い出し乍ら聞きま

す。 

中村 善夫会員 

岡本先生ようこそいらっしゃいましてありがとうござ

います。梅田さん卓話楽しみです。 

小形みちる会員 

岡本次期ガバナーようこそお越し下さいました。そし

てキム チさんようこそお越し頂きました。梅田さん

本日の卓話ではお母様の思い出話し楽しみにしていま

す。 

坂部美智子会員 

キム チさんようこそ。藤田さん御苦労様です。梅田

さん、今日はよろしくお願いします。 

多治川 仁会員 

先日の市内９ＲＣ親睦ゴルフ大会は、天気に恵まれ、

メンバーに恵まれ楽しかったです。本日梅田さん、お

話楽しみにしています。 

梅田 千景会員 

今日の卓話、最後まで泣かずにしゃべれるかな？皆様

よろしくお願いします。 

吉岡 惠美会員 

西出さん、「となりの人間国宝さん」に認定おめでと

うございます。今朝テレビをつけてびっくりしまし

た。円広志さんも認めたハンサムに映ってましたよ。 

 

本日合計額 35,000 円     今年度累計額 1,110,300 円      

◇◇ Ｓ.Ａ.Ａ.報告（3 つの箱） ◇◇ 



＊ロータリー財団 

藤田眞佐子会員 中村 善夫会員 多治川 仁会員 

梅田 千景会員 

本日合計額   6,000 円     今年度累計額 242,000 円    

 

＊米山奨学 

藤田眞佐子会員 井上 晴喜会員 中村 善夫会員 

大野 治朗会員 多治川 仁会員 梅田 千景会員  

本日合計額 17,000 円      今年度累計額  181,000 円    

 

 

   ワンワン基金寄付 

本日合計額       円     今年度累計額  90,465 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 5月 8 日(月) クラブフォーラム「青少年奉仕月間にちなん

で」青少年奉仕委員会 片桐康雄委員長 

和 歌 山 5月 9 日(火) 「引きこもりから学生起業家に」和歌山大学

観光学部 学生 小幡 和輝 さん 

和歌山東南 5月 10 日(水) 

18:30～ 

クラブフォーラム 青少年奉仕委員会 

国際ロータリー第 2640 地区青少年交換

委員会 委員長 山田正人様 

和 歌 山 西 5月 10 日(水) 自己紹介 進藤達哉会員 

和歌山大学留学生参加Ｄａｙ 

和 歌 山 東 5月 11 日(木) クラブフォーラム「青少年奉仕委員会」 

村田 昌之 会員 

和歌山城南 5月 11 日(木)  会員卓話「誰もが成功する」 

溝上 裕章 会員 

和 歌 山 南 5月 12 日(金)  

和 歌 山 中 5月 12 日(金) 

19:00～ 

[例会場所変更] 

クラブフォーラム 青少年奉仕委員会 

場所：アバローム紀の国 1F  「リーフ」 

◎サイン受付 

和 歌 山 西ＲＣ：5 月 17 日（水）12:00～12:30 

        5 月 24 日（水） 

        6 月 21 日（水） 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 中ＲＣ：5 月 12 日（金）18:30～19:00 

和歌山中 RC 事務所 1F 

 

◎休  会 

和歌山西ＲＣ：6 月 7 日（水） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


