
（敬称略）

◇2度目のメーキャップです。宜しくお願い致します。

谷中さんいつもありがとうございます。

田辺RC 奥田 信一様

◇奥田さんようこそ、こちらこそお世話になっていま

す。呑むのを控えてください。 谷中

◇本日スピーチします。 谷峯

◇谷峯 正美君卓話頑張って下さい。

本田、泉、片井、木村、森本、中川、岡本、

坂本、武田、谷本、上原、早稲田、渡口、吉田

◇本人誕生日 北村

◎83逆さにすれば38わが人生もこれから。 浦地

◎健康診断昨日行きましたが何はともあれ健康であ

ることが1番うれしいですな～ 山本

◇Ｗ祝いで顔が引きつってま～す！

（本人誕生日・結婚記念日） 安井

◇奥様誕生日

◎まだ1人目です。そろそろ違うの探しています。

後藤

◎残念ながらまだ1人目です。 畔田

◇結婚記念日

◎結婚して早いもので31年になります。子供たちも

成長しましたので今後は一緒に楽しみましょう！

今後ともよろしくお願いします。 竹村

◎39年目は新庄食堂で大宴会します。 丸山（博）

◇お花頂きます。 玉置

■本日のプログラムは内卓ということで、会員の谷峯

正美君です。後ほど宜しくお願い致します。

■3月2日(日)、ホテルサンルート関西に於いて米山奨

学期間終了式および歓送会が開催されました。第2640

地区記念奨学生の権梅紅様、第2640地区米山学友小委

員長の坂本正人君、クラブ米山委員長の片井貢君、ク

ラブカウンセラーの畔田実君に出席していただきまし

た。ご苦労様でした。

■3月8日(土)・9日(日)、スターゲイトホテル関西エア

ポートに於いて会長エレクトセミナー（ＰＥＴＳ）お

よび次年度のためのロータリー財団セミナーが開催さ

れます。会長エレクトの谷中順次郎君と次期ロータリー

財団委員長の前田吉彦君に出席していただきます。

ご苦労様ですがよろしくお願いいたします。

■例会変更

◎那智勝浦ＲＣ

3月13日(木)→ 3月13日(木)13：30～

場所：新宮東宝ボウル

＜家族親睦ボウリング大会＞

◎和歌山北ＲＣ

3月24日(月)→ 休会

4月 7日(月)→ 4月 9日(水)18：30～

場所：ホテルグランヴィア和歌山 6F

＜35周年記念例会＞

4月14日(月)→ 4月12日(土)18：30～

場所：鹿児島 ＪＲ九州ホテル鹿児島

＜親睦家族例会＞

■メークアップ

◎3月4日(火)泉州KUMATORIロータリーEクラブ 橋本君

◎3月2日(日)米山記念奨学期間終了式および歓送会

片井君、畔田君、坂本君

“君が代”“我等の生業”

中嶋 伸和君 田辺RC 奥田 信一様
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■回覧

◎週報「田辺はまゆうＲＣ」

◎「やおきジャーナル63号」「ＪＣニュース2月号」

◎TNK東日観光(株)より

「2014年国際ロータリー年次大会（シドニー大会）

参加旅行募集案内送付のご案内」

◎国際ロータリー日本事務局より

「新会員推薦者のためのプログラム」

◎「米山寄付1月度迄集計表」

◎「Ｒ財団寄付1月度迄集計表」

◎「ガバナー月信3月号」

◎「『ロータリーの友』3月号地区だより」

◎2013年手続要覧が発行されています。

注文書を回覧いたします。支払は各自負担です。

1冊8ドル＝816円（3月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄは1ドル＝102円です）

■掲示

◎大阪千代田ロータリークラブより例会場変更のお知ら

せが届いています。

場所：旧 清教学園古野校舎 TEL 090-3920-2814

曜日：毎週 木曜日（変更なし）

例会開始時間：20：00～

ビジターフィー：1,000円（変更なし）

■連絡

◎ロータリーの友3月号が届いています。各自トレーに入

れています。

◎40周年記念誌委員会委員長 岡本 博君

本日例会後、記念誌委員会を開催いたします。

委員会の方はご出席お願いいたします。

会員卓話

谷峯 正美君

「創立４０周年を迎えて」

NO１.田辺東ロータリークラブ 創立４０周年を振り返り

田辺東ロータリークラブ創立４０周年を振り返り語らせ

て頂きます。

当初、クラブ事務所と例会場は、元きのくに信用金庫

田辺東支店の２階でした。場所はここから数百メートル

離れた、中西医院さんの向かいのビル。そこには白浜田

辺青年会議所さんが先に事務所と例会場を陣取っていま

したので、事務所は同室で２団体が仲良く事務をされま

した。

当時は会長・幹事はもとより多くの会員が日々事務所

に集まりましたですね。クラブ創設で何も分らないから、

皆さんが集まり語り合いをしたのです。

当時はファクスもパソコンも無い時代で、外部からの

情報は電話と手紙の時代。

NO２.田辺東ロータリークラブ在籍４０年間を思い浮かべ

会員間の素晴らしさに感謝

クラブでは先輩、同年代の方、その後入会された方々

との人間関係が出来ました。又、田辺ロータリークラブ

が親クラブでしたので、指導の立場で、大先輩の方々が

良くメーキャップに来られ、お蔭で人間関係が出来まし

た。（当時は私共田辺東ロータリークラブが出来るまで

は、白浜ロータリークラブのみでした）

私共のクラブのバナーは「はまゆう」の花が描かれて

います。田辺ロータリークラブの、益山英吾画伯に描い

て頂いたのだと思います。

NO３.田辺東ロータリークラブ創立日

昭和４９年５月１５日（１９７４年）

（日本で１２１６番目）

初代会長さんは、野田武雄様でした。（野田さんは、

当時は主婦の店の社長で昭和５４年に現サカエダイエの

場所に独自のスーパーを経営されました。）

副会長さんは凄いパーワのお方、稗田秀次郎さん・幹

事にはコレマタ、凄い個性派の、中野徳和さんでした。

クラブ創立 チャターメンバーは３１名でした。

私共クラブ創設の、スポーンサクラブは田辺ロータリー

クラブさんで、特別代表に 脇村正太郎様でした。（多

分明治生まれの方だと思います、威厳のある方でした。）

チャーターナイト（認証状伝達式）はクラブ創立から

１０ケ月後の、昭和５０年３月２日に白浜町で開催され

ました。

当日は全国から３９クラブより、４８３名のロータリー

アンが御祝いに参上を頂きました。

先輩達は緊張していましたね、ピリピリしていました。

若い者は追いまくられますが、我々はのんびりでしたが。

ＮＯ４.思い出の写真です。

上左側の写真 辻さん・畑地さんの息子・北本さん

上右側の写真 野田初代会長さん・田辺クラブの小川隆

次さん・女性？
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左側の写真 田辺クラブの、畑地實さん・同じく三前洋

さん・堀さん・小川さん・伊賀さん・田辺クラブの

中西力三郎さん・同じく田ノ岡さん

右側の写真 杉若さん・堀さん・稗田さん。

ＮＯ５.チャーターメンバー３１名

チャーター会員は３１名中、３０代が５名いました。今

現在在籍している堀さん、浦地さん、畑地さんと私の４

人の内、畑地さんと私の２人は３０代でした。

当時の会報作りは大変でした。私は当初からの２～３

年間会報委員でした。田辺クラブの当時の担当者はきめ

細かく、すべてを書き込むことと指導を受けました。新

しいクラブに教えるので、大まかな行動をする方でなく、

事務方の様な方でした。一方、内のクラブの中野幹事は

「ごもっとも」、内のクラブの榎本会報委員長は「ハイ・

ハイ分りました」と言いますし。当時はパソコン・ファッ

クスも無く、録音機で録音をして、原稿作りは大変でし

た。中野幹事はデザインに厳しい方でした。

印刷屋さんへは原稿は持って行くか、取りに来てもらう

か、公正も同じことでした。でも会報の関係で文が書け

るようになりました。クラブのお蔭です。

スタート時、青年会議所会員は、私と畑地さんを入れ

て４名でした。

いよいよ全国に田辺東ロータリークラブが創立しての

一人歩きの儀式。

チャーターナイト（認証状伝達式）を、創立例会から、

１０ケ月経過後の昭和５０年３月２日に白浜町の阪田会

館で式典を開催。懇親会は同町のハマブランカで開催。

阪田会館から懇親会場まで移動はコレマタ大変でした。

来賓者・ロータリーのお偉いさんの移動、当時の副会長・

幹事さんはピリピリしていました。当時のあの、副会長

さんに、谷峯～～と、何度も呼ばれました。

チャーターナイト（認証状伝達式）を何処にも劣らな

いようにと、１０カ月間内に、他府県でのチャーターナ

イト（認証状伝達式）を見学に行こうとの事で、私は島

根県と兵庫県の２か所のチャーターナイト（認証状伝達

式）に行きました。

クラブ創立２年目から韓国の釜山東北クラブとの姉妹

提携クラブを結び交流しました。三本会員・船原会員・

津本会員・高橋会員・中野幹事さん、燃える会員がいま

した。私も会長の時に行って来ました。

何度か相互に訪問を仕合い、記念事業もされました。

又、Ｇ．Ｓ．Ｅの受け入れも。当時は、まだ当地域で

は、外国人を我が家に宿泊が珍しい時代で、靴越しで座

敷に上がって来るのでは無いかと語り合いもしました。

中野幹事宅は改修をしました。

クラブ創設６年目頃から、青少年交換学生事業をした

いと、城戸会員から持ち上がり、田辺高校生２名をアメ

リカとオーストリアに派遣しました。

受け入れは、オーストリアから男子１名、ポール・A・

コンロイ君。当時、私が幹事をしていますので、最悪誰

も見てくれない時には、隣の木村会長宅で寝泊りをして、

私宅で洗濯と食事を谷峯が見ると決め、城戸会員に伝え

申請をしました。最初1カ月間私宅に居て、その後、津

本さん・後さん・野田さん会員宅を移動しながら一年間、

田辺高校に通い、満足をして頂きました。留学生のポー

ル君は人気が高く、今も、千葉県で高校の先生をして、

日本人と結婚し二人の子供さんを育てています。過日元

会員でした、後工務店の後 満様のお葬式にお参りに来

ました。数年前に、後さんの奥様のお葬式にはポール君

がお参りはしなかったのですが、弔電は１６００通の中

で３番目にポール君の弔電が披露ｄｓれていました。交

換学生とホストファミリーとの関係の凄さに驚きをした

次第です。

一方、派遣をしましたお二人も大変良い留学生活を過

ごすことが出来たとの御礼を言って頂きました（当時の

学生さんも５０歳過ぎているのかな～）。その後私共の

会員が、留学の素晴らしさを受け止められたのか、畑地

会員さんの息子さん、野田さんのお孫さんは、独自で留

学されました。

クラブ創立時は、地区の構成は大阪府全体と和歌山県

とでの構成でしたが、その後、大阪府の大和川を境界に

現2640地区構成になりました。

ＮＯ６.クラブ創立後近隣クラブとソフト・野球の親睦

大会

クラブ創立当初はソフトでしたが、それから野球に変

わりました。野球はロータリークラブ全国大会が始まり、

和歌山県下では田辺と新宮だけでした。その後、和歌山・

御坊のクラブは数年後に参加して来ました。

甲子園での一コマ・船原会員さん～～～～

ＮＯ７.写真（甲子園球場）

浦地さん・丸山さん・畑地さん・小倉さんの奥さん・私
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ＮＯ８・宴会でもクラブの指導

平成元年の忘年会 懐かしい方々の多くいます。

ＮＯ９.交換学生のポール君

交換学生のポール君と私 山歩き 桜はみなべ川のダム

の桜、雨でした。

ＮＯ１０.田辺東ロータリークラブ「山岳部」創設

山歩き「山岳部」が、平成６年１０月１６日に、稗田・

松本・浦地氏の３人で立ち上げをされました。

現在では１５８回目を、昨年１２月８日に歩きました。

ＮＯ１１.ひじうま報告（上原会員さん作成のひじうま・

ひ＝稗田、じ＝城戸、う＝浦地、ま＝松本

毎回の報告書は「ひじうま」、上原ドクターが名付け

たので、フランス語かドイツ語、またはチベット語かと

思っていましたら何と、ひ＝稗田・じ＝城戸・う＝浦地・

ま＝松本 こんな名前が付けられている事を知りました。

ＮＯ１２.田辺東ロータリークラブ創立10周年記念

◇クラブ創立１０周年記念式典 最前列では現在健在の

方は那須秀雄翁一人しか御座いません。又、写真内に現

会員さんは４～５名ですね。

ＮＯ１３・田辺ロータリークラブ創立20周年記念

平成６年（１９９４年）創立２０周年記念式典 私が

会長でした。現会員が１４名です

ね。

私が田辺東ロータリークラブに入会をさせて頂き、４０

年間の在籍は、私には最高の喜びでした。

感謝をしています。

田辺東ロータリークラブは素晴らしい集団です。

これは長年積み上げて来た、先輩達が持っていた人間

性が、田辺東クラブの素晴らしい伝統を引き継ぐ、田辺

東クラブの存在だと、私は思っています。

４０周年を迎え、次なる５０周年に向け若い方々は伝

統を引き継ぎ、今後入会される方に伝えて下さい。

田辺東ロータリークラブが今日まで健全に存在が出来

ているのは、初代、野田武雄会長が会員に対し「我々は

右も左もわきまえぬ一年生だ。足手纏いにならないよう、

一日も早く一人歩きの出来るよう、先輩の教えを忠実に

実行し、そうして、いつの日にか、ご期待にそうことの

出来るクラブに」と訴え続けられた事が、今日の田辺東

ロータリークラブの存在だと、私は受け止めています。

でも、クラブの会員は一国一城の主の集団ですので、

一時期は大変な時もありましたが、先輩達は動揺もせず、

会員を信じ合い現在の素晴らしいクラブを維持されて来

ました。先輩達が築き上げて来たクラブを今後も人間関

係を大事にお願いします。

ご清聴ありがとう御座いました。
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