
四つのテスト（言行はこれに照らしてから） 

Ⅰ.真実かどうか Ⅱ.みんなに公平か 

Ⅲ.好意と友情を深めるか Ⅳ.みんなのためになるかどうか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

皆様こんにちは！今日は本当

に良いお天気で、先日来より

の寒さも和らいでいる様に思

います。台風が近畿の方に来

なくて幸いでしたが、Ｕター

ンして来た地方などは大変な

災害に見舞われています。秋は台風シーズンです。ま

だまだ油断できません。コロナもトランプ大統領が感

染した様に、油断はできません。和歌山も最近は感染

報告が増えています。Withコロナでがんばりましょ

う。本日、白神会員の卓話です。楽しみにしておりま

す。よろしくお願いします。 

 

 

 

地区より、大石武徳代表幹事

が、病気療養のため地区役員変

更のお知らせが届きましたので

回覧します。 

 

代表幹事 大石 武徳→池内 清一郎（現副代表幹事） 

副代表幹事 池内 清一郎→米本 直樹（現特別幹事） 

特別幹事米本 直樹 →大石 武徳（現代表幹事） 

 

 

 

◎親睦活動委員会        堀本喜久子委員長 

本日ボックスに、11月のプログラム予定表と、和歌

山北ＲＣとの合同夜間例会案内を配布しておりますの

で、ご確認ください。今年で 3回目となる合同例会

は当クラブがホストとなって北ＲＣさんをお迎えしま

♦   

  

 

 

2020-21 年度 和歌山アゼリアＲＣのテーマ

会 長  野村 伸 ／ 幹  事  栗山 久  
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2020-2021 年度 [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 

 

2020年 10月 19日 第 962例会  VOL.23 No.13 TOTAL 901   

 

-------- 本日の例会 10 月 19 日（月）  ------ 

第 962 回例会   

☆外部卓話 「和歌山の食文化のために」 

株式会社島精機製作所 

 ラ･ヴェランダ マネージャー  野地 理恵 様 

  

-------- 次回の例会 10 月 26 日（月） -------                    

第 963 回例会   

 ☆内部卓話 「ダイエット決意表明」 

                藤田眞佐子会員 

 

------ 前回の例会記録 10月 12日（月） ------ 

第 961 回例会    

○ロータリーソング   我らの生業 

 ○ゲ ス ト 紹 介  

○ビジター紹介 

○出 席 報 告  会員数 30名（内出席免除 3名） 

本 日 の 出 席   10月 12日 24/28名 85.71％ 

前々回修正出席  9月 28日  23/29名 79.31％ 

メーキャップ   0名 

国際ロータリー第 2640地区 和歌山アゼリアロータリークラブ Weekly Report 



すので、皆様たくさんのご参加

をお願い致します。 

なお、9日の親睦旅行のご返答

の締め切りが本日までとなって

おります。会費は次週例会時に

徴収させて頂きますのでよろし

くお願い致します。 

go toキャンペーンの割引で会費 7,000円を 6,000

円で調整出来ました。 

 

♢♢♢♢ 11 月プログラム予定 ♢♢♢♢ 

♦2日（月）外部卓話 宇都宮越子様 

     「鳴神子ども食堂」お米贈呈式 

      お誕生祝い 

 

♦9日（月）移動例会＆親睦旅行～高野山～ 

8:30  8:45                   

県庁前==和歌山駅東口セブンイレブン前===京奈和

道経由＝＝かつらぎ西ＰＡ（休憩）＝＝ 

10:30～12：00  12:15～13:45    14:00～     

奥の院＝＝＝＝＝ 総寺院（昼食）＝＝＝金剛峯寺・ 

壇上伽藍＝＝ショッピング・散策➡帰路 17:10頃 

 

 

 

 

 

 

 

♦16日（月）和歌山北ＲＣとの合同夜間例会 

 ホスト：アゼリアＲＣ 

 時 間：18時 30分～20時 30分 

 場 所：ホテルアバローム紀の国 

 

♦23日（月）「勤労感謝の日」祝日休会 

 

♦30日（月）ロータリー財団月間にちなんで 

外部卓話 地区Ｒ財団委員長 初田隆生様 

(和歌山北 RC） 

 

◎ゴルフ同好会      世話役 栗山  久幹事 

110月 7日の水曜日、紀伊高原ゴルフクラブにて 8

名のメンバーと、掛下さん、藤戸さんを加えた１０名

で、親睦ゴルフコンペを開催いたしました。 

優勝は、松本  博会員、準優勝は、山田  茂会員 

三位は栗山  久でした。 

梅田さん、お世話になりました。何かとお心遣いを頂

きましてありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◎雑誌･広報･IT 委員会    貴志 佳記副委員長 

ロータリーの友 10月号読みど

ころを紹介します。 

縦組み２２ページ 岩出 RCの

地元の災害指定医療機関に医療

物資を寄贈の記事が掲載されて

おります。 

地元の災害指定医療機関に医療物資を寄贈 

「クラブ創立 35周年事業の一環として、新型コロナ

ウイルス感染症の拡大で医療物資が不足する地元の病

院に、5月 15日に除菌・抗菌剤 100本、27日にア

ルコール消毒液 106本、6月 17日にアルコール手指

用消毒液 100本を寄贈した。また、姉妹クラブの韓

国中文ＲＣから緊急輸送された、当時、国内では調達

困難だった防護服 96着と手術用ガウン 84枚も併せ

て寄贈した。」と記載されています。 

コロナ禍での奉仕活動が実践されている記事でした。 

 

 

 

 



 

◎「趣味いろいろ」        白神 修次会員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

今まで色々な趣味を持っていまして、始めた順に言い

ますと、釣り、ギター、麻雀、スキー、少林寺拳法、

ゴルフ、ソフトボール。今は、スポーツジムに通って

います。期間は 10年～長いもので 30年、それと若

い時にはバイクに乗るのが好きで、よくツーリングに

行きました。最近になって中高年のバイクツーリング

が流行っていて、当時のバイク仲間からツーリングの

誘いがあるのですが、さすがに家の方から止められて

います。 

まず釣り。これは中学生の頃、友人に誘われて南海橋

(一銭橋とも言われ、今の紀の国大橋)のたもとに小さ

な釣り具・餌屋さんがありまして、そこで一式そろえ

て始めました。餌はゴカイというもので、ミミズとゲ

ジゲジを足して割ったような生き物です。友人に教え

てもらいながらそれも初めてというのに、ハゼやヒイ

ラギ(和歌山ではギンタと言います)を合わせて 10数

匹釣れ嬉しくて持って帰りました。当時うちの職人さ

んたちが、仕事が終わってから作業場でその釣って来

た魚を焼いて酒の肴に楽しそうに一杯やっているんで

す。それを見てどんどん釣りが好きになって行きまし

た。 

ある時、六十谷橋の下で 50cm以上もある何とも表

現出来ない魚を釣りまして、友人が食べようと言っ

て、友人宅に持って帰ったのですが、皮が硬くて包丁

が入らずそのまま焼き始めました。何とも言えない匂

いがしてとても食べられそうになく子供ながらにこれ

は食べたらまずいと思い、そのまま捨ててしまったの

ですが、後で分かったのはその魚ライギョという魚で

して、タイワンドジョウとかカムルチーとか呼ばれて

いて、聞く所によると寄生虫が多くてとても食べられ

る物ではなく大変な事になる所でした。(食べられる

という人もいるようですが。) 

 

そんなこんなで大学に入り、やはり好きな釣りクラブ

に入りました。クラブでは色々な釣りを経験し、磯釣

り、投げ釣り、ヘラブナ釣り、渓流釣りです。今はよ

くルアーで釣りをされていますが当時はまだまだ餌釣

りが主流でした。ブラックバスなんて聞いた事も無

く、いなかったと思います。 

毛針というのがあってそれはすごく技術がいってそう

容易くマスターできるものではないのです。その毛針

をよく使うのが渓流釣りです。毛針を水面すれすれに

飛ばして魚に虫と思わせて釣る方法です。人里離れた

山に入って、ニジマスやアマゴを釣ります。もっと専

門に上流を目指してイワナを釣る人もいます。 

餌を使う場合はたいがい川虫かイクラです。魚に悟ら

れない様に息を潜めてまるで泥棒か忍者のように辛抱

強く釣ります。非常に難しいものです。 

また、投げ釣りではキス釣りが一番オーソドックスで

大きさが 15～20cm位ですが、30cm以上のキスが

釣れると聞いて対馬へも行きました。 

福岡からフェリーに乗って玄界灘を進んで行く途中

で、並んでトビウオが飛んでいるんです。普通数 m

飛ぶ位と思っていたのですが、数 10mから 100m位

飛んでいました。磯釣りでは三重県の熊野へもグレ

(メジナ)やアジを狙ってよく行きました。本当に懐か

しい想い出です。 

 

次は少林寺拳法。少林寺拳法って皆さん知っています

か。ブルースリーのもえよドラゴンを見たことがある

方、想像して下さい。見た目にはそういうようなもの

です。少林寺拳法の歴史は新しくて宗道臣という人が

中国河南省にある、崇山少林寺(インドから中国に渡

来した達磨による禅を伝えられた地)に伝わる修行法

を学んで、それを系統立てて敗戦後の日本で創始した

修行法です。現中国の少林拳とは別物です。 

大学を卒業し和歌山に帰って来て、学生の頃から興味



を持っていた少林寺拳法を習う様になりました。約

10年習っていて中拳士三段という位です。 

少林寺拳法は剛法と柔法を組み合わせた物で、護身、

精神修養、健康増進を目的としています。練習してい

るとかなり危険なこともあり、突き指、捻挫、骨折等

いろんなことがあります。大きな大会等もあって、技

のキレ、目配り、足運び等を競う「演武」、それと今

は無くなっている「乱取り」があります。 

これは実際相手と組み合って突きや蹴りを入れるんで

す。その時は危険を少なくする上からボクシングのヘ

ビー級位の大きなグローブをはめての実践で、グロー

ブをはめた経験のある方なら分かると思うのですが、

正確に相手にダメージを与えた時には拳にゴツンとい

う感覚が伝わってきます。また正確に蹴りが入った時

には、剣道と同じ防護の胴を付けているのですが、す

ごい音がして吹っ飛ぶ事があります。蹴られた後を見

ると、色が変わっていることがよくあります。 

試合が終わった日の夕食は歯の噛み合わせがうまく行

かず、食べづらかった事もありました。何にしても若

い頃にしか経験出来ないことが出来て幸せであったと

思います。 

 

次はスキー。これは経験者が多いと思います。広い自

然の中、雪の中でスキーするんだから、これはほんと

うに気持ちがいい。みんな簡単に滑っている様に見え

て、難しいんです。まず、スキー板にスキー靴を止め

る事がなかなか出来ません。ほぼ真っ平らな場所にも

かかわらずスキーを履こうとしたらあらぬ方向に板が

勝手に滑って行く。上手くスキーを履けたら、今度は

移動が大変。何にしても歩くまでが相当時間がかかり

ます。リフトに乗るなんてとんでもない。少しでも傾

斜があれば思っても見ない方向にいってしまうし、人

にぶつかって迷惑をかけるし、だいたい１日目はスト

ックを杖代わりにして歩くことが中心で終りです。 

スキーというのは初心者には大変です。スキーは 30

歳位まで続け、いろんなスキー場へ行きました。関西

ではハチ北、神鍋、箱館山等多くのスキー場へ行きま

した。中部信州では大日岳、流れは、極楽坂、八方、

栂池、五竜等、北海道ではニセコ、テイネ等へも行き

ました。今はいろんな情報があってスキーをしない人

でも、場所によって雪の質が違うということは皆さん

も知っていると思いますが、スキーをするとよく分か

ります。関西のスキー場では雪が水分を含んで重たく

硬く、こけたりするとベチャッと水がウェアーに付き

ます。信州へ行くと雪質が変わって、軽く粉雪っぽく

なります。北海道はまったくの粉雪でそのかわり寒

い。1000mは十分あるリフトに乗って頂上まで行く

間に風でも吹くものならこのまま凍ってしまうんじゃ

ないかという経験もしました。スキーも上手くなって

くると、ゲレンデのこぶをこえて滑るのが楽しいんで

すが、こぶにはじかれてコース外に出てしまう事もた

びたびあります。関西や信州のスキー場では新雪にそ

のまま突っ込んで行くと止まるんですが、北海道の新

雪はほとんど重さを感じないので、そのまま数 10m

も止まらずに行ってしまいます。初めてスキーをする

時はボーゲンといってスキー板をハの字に開いてすべ

ります。上手くなってくるとパラレルといってスキー

をそろえてすべるようになります。それをきっちりこ

なしてきた人はやはりきれい綺麗にすべります。シュ

プールも綺麗な物が出来ます。中にはいきなりパラレ

ルから始める人もいますがやはり基本が大事ですね。

スキーは楽しいですよ。見ているだけでも気持ちがい

い。子供さんや孫さんと一緒に行ってみてはどうです

か。 

 

次にマージャン。これも大学に入ってすぐに覚え、

30歳半ばまで続けました。自分の住んでいるところ

がすごく良い環境で?下宿の近くに大学女子寮があ

り、毎日が楽しい通学でした。隣が一階にビリヤー

ド、二階が雀荘という学生にはたまらない所でした。

10数人いる大きな下宿だったので当然のごとく誘わ

れて、すぐに覚えました (大きな声では言えませんが

マージャンにつきもののタバコも覚えました)。マー

ジャンの上がり方には色々あって、一番点数の高いの

が役満といいます。中でもこの役満で上がったら死ぬ

と言われるほど珍しく、難しいものに九蓮宝燈という

のがありますが、あるときそれで上がってしまったん

です。皆から死ぬぞと言われましたが、今でもこんな

に元気です。あまり夢中になると体に良くないのでほ

どほどがいいですよ。 



あとギターは 30歳すぎ、ソフトボールも同じ位に、

ゴルフは 50歳位まで続けました。 

だいたい 30歳位で趣味が終了しています。30歳前

に結婚して子供ができ、当時青年会議所に入っていま

した。25歳の時に入会したのですが、一番年上の人

が 40歳、25歳で入る人はほとんどいなくて、たい

がい 30歳を過ぎてから入会してきます。その時感じ

たのはわぁおじさんばっかり。 

そんなんで暫くいやいや行っていたのですが、ある時

今も付き合いがあるんですが、ひっぱってくれる人が

いまして、それからどんどん深く中に入って行きまし

た。 

ロータリーでも同じですが人に声がけをするという事

の大切さを身にしみて感じます。それが 30歳位の時

です。その後、青年会議所で和歌山に全国大会を招致

しようという事になって、毎晩の様に出かける事もあ

りました。うちの奥さんも近所の人からお宅のご主人

なにやってるのって聞かれた事もあると言っていまし

た。青年会議所に行くと言って違う所に行く人、会議

に出席しても起きているのか寝ているのか分からない

人、いろんな人がいました。外部から見てこの団体何

をしているの?って思っている人もいると思います。

でも自分は一生懸命活動に参加しました。 

そんな日々を送っていたので当然趣味を持つ時間が無

くなったのです。青年会議所が趣味のようになってい

ました。 

青年会議所を卒業して 40歳からスポーツジムに通っ

ています。50歳半ばまでは筋トレ中心に体を鍛え、

その後徐々に有酸素運動、筋トレが半々位になり、健

康管理に努め、今に至っています。30年近く続けて

いると趣味というより生活の一部になっている今日こ

の頃です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

♠ニコニコ箱 

野村  伸会長 

皆様こんにちは！台風、近畿の方は災害が少なくて何

よりでした。本日、白神会員、卓話よろしくお願い致

します。 

栗山  久幹事 

次週の例会は欠席させていただきます。岡本副幹事を

引き立ててください。引き続きされるそうです。よろ

しく。 

北野 敏夫ＳＡＡ 

白神さん、本日の卓話「趣味いろいろ」よろしくお願

いします。 

藤田眞佐子会員 

白神さん、卓話がんばって下さい。応援しています。 

貴志 佳記会員 

誕生日のお祝いありがとうございました。 

松本  博会員 

先週のアゼリアＲＣ親睦ゴルフコンペで優勝させてい

ただきました。ありがとうございます。皆さんお疲れ

さまでした。 

宮井 靖輝会員 

白神さん、卓話よろしくお願いします。生日のお祝い

に出る事が出来ずすみませんでした。と、ありがとう

ございます。 

西出 隆一会員 

白神さん、「趣味いろいろ」卓話楽しみに聞かせて頂

きます。よろしくお願い致します。 

大野 治朗会員 

白神さん、卓話よろしくお願いします。 

岡本 嘉之会員 

白神さん、「趣味いろいろ」卓話楽しみです。よろし

くお願いします。 

坂部美智子会員 

皆さんお久しぶりです。白神さん、卓話よろしくお願

いします。 

白神 修次会員 



本日卓話する事になりました。興味の無い方、おやす

みなさい。 

本日合計額 39,000 円     累計額 450,000 円 

 

♠ロータリー財団 

宮井 靖輝会員 松本  博会員 西出 隆一会員 

野村  伸会員 岡本 嘉之会員 坂部美智子会員 

本日合計額  38,500 円       累計額 170,000 円 

 

♠米山記念奨学会 

松本  博会員 岡本 嘉之会員 坂部美智子会員 

本日合計額  18,500 円      累計額  116,000 円 

 

 

♠ワンワン基金例会寄付 

本日合計額      円        累計額  34,511 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 10 月 19 日(月) クラブフォーラム「R 財団にちなんで」 

地区ロータリー財団委員会 

委員長 初田 隆生様 

和 歌 山 10 月 20 日(火) 「新会員卓話」 垣本英作 会員 

和歌山東南 10 月 21 日(水) 

12:30～ 

クラブフォーラム 

50 周年委員会 太田 豊隆 委員長 

和 歌 山 西 10 月 22 日(木) 

18:00～ 

21 日(水)の例会を変更 

於：魚菜八風 

和 歌 山 東 10 月 22 日(木) 

18:30～ 

例会時間変更 お月見例会 

ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ 

和歌山城南 10 月 22 日(木)  リラックス例会 

和 歌 山 南 10 月 23 日(金) 卓話 岡畑興産株式会社 取締役会長 

緑風舎 舎主 岡畑 精記 様 

和 歌 山 中 10 月 23 日(金) 創立記念例会 クラブフォーラム 

創立 35 周年記念事業実行委員会 

 

◎サイン受付   

和 歌 山 西ＲＣ：10月 21日（水）12:00～12:30 

        10月 28日（水）12:00～12:30 

ラヴィーナ和歌山 

和 歌 山 東ＲＣ：10月 22日（木）12:00～12:30 

        11月 30日（木）12:00～12:30 

ダイワロイネットホテル和歌山 4F 

和 歌 山 北ＲＣ：11月 16日（月）12:00～12:30 

        11月 30日（月）12:00～12:30 

        ルミエール華月殿 1F 

◎休  会 

和 歌 山 東ＲＣ：10月 29日（木） 

和歌山城南ＲＣ：10月 29日（木） 

和 歌 山 中ＲＣ：10月 30日（金） 

和 歌 山 南ＲＣ：10月 30日（金） 

 

 

♢♢♢  お知らせ  ♢♢♢ 

先週の例会にてご案内させて頂きました「ポリオ募金

と新型Ｃ.Ｖ.終息祈願の法要」にご協力いただきあり

がとうございました。クラブより祈願申し込み書並び

に、9,000円をまとめさせて頂き送金致しました。 

 

★10月 24日㈯の世界ポリオデーの 2640地区事業 

「ポリオ根絶及び新型 C.V.感染終息祈願の法要」 

法要の模様は Facebook にて同時中継されます。 

中継動画配信時刻は 10月 24日㈯ 10時 55分～ 

アカウント名 END POLIO NOW RotaryD2640 

URL https://www.facebook.com/year.2020.21 

ご案内 


