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 １．真実かどうか ２．みんなに公平か ３．好意と友情を深めるか ４．みんなのためになるかどうか 

本日のプログラム 

2018-2019年度クラブ方針 

 Take Action and Enjoy! 
   行動を起こそう！そして楽しもう！    

次回のお知らせ 

勤労奉仕として受け入れました。上京等の旅費は自己負

担が基本でしたが、次々と全国から奉仕の申込みがあり、

トタン屋根の宿舎で当番制で自炊し、10日間ずつの勤労

奉仕で作業が進んだそうです。 

今のように重機はありませんでしたから、人力で作業を進

めました。和歌山からも2790人程が奉仕に参加されていま

すが、私の父は明治42年生まれで、若すぎたため参加し

ていなかったようです。静岡県からは、1万人以上の方々

が奉仕されたそうです。 

 神苑の杜の木も全国から持ち寄られ何百本の樹が植え

られ、今は立派な杜になっています。その当時から大気汚

染のことを心配し、自然に神苑に相応しい杜になるよう考

えられていたようです。外苑には神宮球場、国立競技場、

日本青年館、他の施設があります。日本青年館は全国の

青年団員で、1人1円の募金で建てられました。大正14年

10月に開館された会館ホールはＮＨＫの紅白歌合戦にも

使用されました。その青年会館も沖縄からの旅行客による

寝たばこが原因の火災で焼失しましたが、全国の青年団

による資金カンパにより昭和54年2月に2代目が開館され

ました。東京オリンピック開催が決まり、国立競技場の建築

に伴い100ｍ移動しなければならなくなりましたが、800憶

円で建設され、一昨年夏に3代目が開館されました。日本

青年館ホテルから国立競技場の建築現場が見られるとの

ことで、旅行客も多いそうです。皆様方も上京されるときは

日本青年館ホテルを利用してやってください。 

 伊勢神宮について、少し話します。皆様は伊勢神宮と言

いますが、正式には神宮と言います。神宮は20年毎の遷

宮が千年以上続けられています。内宮、外宮等125社があ

り、20年毎に飛騨から桧を運んで、五十鈴橋を始め全て

建替えられます。平成5年の遷宮の時には奉拝させて頂

き、平成25年の遷宮の折には箕嶋神社の総代様方と奉納

させて頂きました。次の遷宮に向けて、一度に何百万円と

奉納するのは大変ですので、個人的に毎年積立金をして

開 催 日 
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前回の報告（第２９０５回例会） 

平成３１年３月２８日(木）  

（岩本副会長） 

 

（岩本副会長） 

 本日は会長の代行をさせていた

だきます。後程、福原さん、卓話を

よろしくお願い致します。 

 本来ですと、今期会長の方針に

従って会長の時間の話をするとこ

ろでございますが、私が入会させ

て頂いてから入会された方々が多

くなりました。私の職業分類は神

道ですので、少し神社の話をさせ

て頂きたいと思います。 

 まず、私は家族で農業をしながら青年団活動や青年運

動をしておりました。団体では青年団、４Ｈクラブ、日本健

寿会、日本ユースホステル協会などです。そんな訳で多

い時には東京へ年に48回行きました。今から46年前に5

名の生石神社の総代の方々から強力に神主になってほ

しいと言われ、家族と相談しお引き受けし、神職としての

勉強をすることになりました。生石神社の神職として神社

奉仕を続けて5年過ぎた頃に、この箕嶋神社を始め三社

の兼務の依頼を受けまして今日に至っています。 

 さて、明治神宮についてですが、御参拝された方もござ

いましょうが、明治神宮は明治天皇、昭憲皇太后を御祭

神としてお祀りしていますが、新年三が日の初詣には300

万人の方々がお参りされるそうです。箕嶋神社はその

1000分の1もございません。 

 明治神宮の造営ですが、大正時代に、代々木に内苑と

外苑が造営されました。100年余り前に、全国の18歳から

25歳までの青年団員、1団体50から60名を国の造営局が

  平成３１年４月４日 第２９０６回 

・法要例会（於：フューネラル有浄会館） 

 

・ソング：「君が代」「奉仕の理想」 

  平成３１年４月１１日 第２９０７回 

・外部卓話：秋竹俊伸氏（㈱早和果樹園 社長） 

  「若者と共に！夢のある農業経営を」 

・ソング：「それでこそロータリー」 

１ 

点  鐘 

開催日 

２９０５ Nｏ． 

会長の時間  

島 海碩 書 

担当：菅原委員長、丸山委員 



２ 

水と衛生月間 

・「インターアクト委員会」「ローターアクト委員会」「青少

年・ライラ委員会」を社会奉仕委員会に統合 

・職業奉仕委員会を研修委員会に統合 

（イ）月信の配布：ホームページにアップする。紙媒体で

の発行はしない。 

（ウ）ガバナー公式訪問：ガバナー補佐と2名で訪問 

（エ）会長会議：6月8日、9月21日の2回開催 

（オ）IT委員会：「My Rotary」への登録推進 

（カ）ロータリー財団：年次基金寄付「０円」のクラブがゼロ

を目指す。年次基金寄付：＄200、ポリオプラス＄10 

（キ）米山記念奨学委員会：普通寄付：6,000円、特別寄

付：9,000円、合計：15,000円を目標 

（ク）地区資金分担金（案）： 

 ・地区基本賦課金：20,000円/会員一人当たり 

 ・地区大会賦課金：5,000円/会員一人当たり 

  2019-2020 年 度 地 区 予 算 に つ い て、総 経 費 が

￥59,000,000（対前年予算 +￥1,460,000）となり、事務

所経費の増加などが増額要因との説明がありました。 

続いて、参加者によるグループセッションが行われ、私

は第2分区のチーム意見交換に参加しました。細川幸

三ガバナー補佐（御坊東RC）が司会を担当し、2つの

テーマについて意見交換しました。 

  テーマ1は、次年度のスローガン「参加してロータリー

を楽しもう」を実現するためにでした。各クラブとも親睦

を図る色々な取り組みが参加の楽しみにつながってい

るようでした、また、ロータリーに入っていなければでき

ない楽しみの追求などもありました。他クラブの取り組

みで興味深い事業があったので有田RCでも検討した

いと思った例を紹介すると、 

 ・グルメの会（美味しいレストラン巡り）を月１回開催 

 ・ロータリーについて自由な意見交換の場を四半期に

開催 

 ・野球部で毎年全国出場 

 ・オープン例会とし会員の会社社員や家族を例会に連

れて行く 

 ・メイクアップ奨励委員会で他クラブへの訪問 

  テーマ２は、自由テーマでしたが、我々のチームは

「会員増強」に絞って意見交換しました。全てのクラブ

がピーク時に比べると大幅な会員減少になっており、

各クラブとも会員の増強に力を入れようとしているが、

苦戦している。JC上がりの人材などに声かけている

が、ライオンズとの取り合いになっている。また、会員

の少ないクラブは、ロータリーらしい活動が出来ず、会

員の勧誘にも影響している。結論として、入会して楽し

い、或いは有益な魅力のあるクラブや活動にしないと

いけない。 

 地区の委員会活動について、それぞれの地区役員か

ら説明があった。ポイントだけ以下に説明する。 

（ケ）青少年関係・・・・・・・丸山信二 特別幹事 

 ・和歌山大学に新設のRACを作る予定 

 ・5/3-5 ライラセミナー（テーマ：食育） 於）和歌山市立

青少年国際交流センター 

（コ）R財団委員会・・・・初田隆生 R財団委員長 

 ・地区補助金の限度額増額（過去のDDF未配分額

20％を2019-20と2020-21に均等配分） 

いるところです。ところで、神宮には伊勢神宮崇敬会があ

り、私もそこの正会員で、時折々の祭典の案内が届きま 

す。その奉賛会の会長に和歌山県出身者では松下幸之

助がなられたことがあります。又、皇族関係の女性です

が、大宮司の上に斎主として鷹司和子様、池田厚子様

が斎主の折に祭祀に参加したことがありますが、今度は

黒田清子様がなられたそうです。 

 

 

（嶋田(崇）幹事） 

１．親睦家族旅行…3/31(日)､河内－五條方面(30名) 参

加の皆様宜しくお願いします。 

２．法要例会…4/4(木)､12時30分～､「フューネラル有浄

会館」､物故会員4名のご遺族の方々も出席されます

ので何かとご配慮を宜しくお願いします｡会員の服装

は平服で､男性会員は黒のネクタイ着用を願います｡ 

３．4月のロータリーレート…110円/1ドル 

                

 

＊親睦活動委員会（石垣（泰）委員長） 

  3/31(日）親睦活動の件の連絡 
 

＊社会青少年奉仕委員会（川口委員長） 

 ①3/15 職業奉仕事業の御礼 

 ②4/14 みかん海道並びウエノ公園桜木の手入れと清

掃活動の依頼 
 

＊ロータリー財団委員会（松村委員長） 

   先週3/21(木）、ロータリー財団補助金セミナーに参

加しました。来年度の地区補助金申請額は約15万円

の予定で5/1から6/30の間に申請する予定です。 
 

＊会長エレクト（橋本会長エレクト） 

①本日、次年度理事会を開催します。 

②会長エレクト研修セミナー（PETS）報告  

 先週3月9日に開催された会長エ

レクト研修セミナー（PETS）に参加

してきました。会議の内容を簡単に

報告いたします。初めに、1/13～

18、ｻﾝﾃﾞｨｴｺﾞで開催された国際協

議会の報告を中野均ガバナーエレ

クトからありました。2019-20年度RI

会長マーク・ダニエル・マロニーの

テーマは、“Rotary Connects The 

World” 「ロータリーは世界を繋ぐ」

です。ロータリーの新しいビジョンは、「私たちロータリア

ンは、世界で、地域社会で、そして、自分自身の中で、

持続可能な良い変化を生むために、人びとが手を取り

合って行動する世界を目指しています」となっています。 

 次に、中野均ガバナーエレクトから次年度の方針が紹

介されました。スローガンは、「参加してロータリー活動を

楽しもう」です。会員の皆さんが委員会活動に参加する

事で改めてロータリー活動の楽しみや良さを認識できる

としています。そして、地区の運営上の報告がありまし

た。 

（ア）委員会組織の変更 

・「青少年交換委員会」を国際奉仕委員会に統合 

 幹事報告  

委員会報告 



児嶋君：福原陽司支店長、金融と経済とサッカーの卓

話、よろしくお願い致します。 

丸山君：福原さん、卓話楽しみにしています。よろしくお

願いします。 

嶋田（ひ）君：福原様、本日の卓話楽しみです。宜しくお

願いします。 

中元君：福原さん、卓話楽しみです。 

中村君：本日会議のため早退します。福原さんの卓話な

のに残念です。すみません。 

宮井君：福原さん、本日卓話ご苦労さんです。楽しみに

しています。 

井上君：福原様、卓話まだだったんですネ！楽しみにし

ています。 

松村君：福原支店長、卓話楽しみです。 

 

 

「金融と経済について （効率的な企業体制）」 
 

                    会員 福原 陽司 君 

 約6年前、平成24年12月を

起点とする景気回復の長さが

戦後最長の「いざなぎ景気」を

超えようとしており、世界的な

金融緩和や米国を中心とした

海外経済の好転が長い経済

成長を支えています。一方、

県内企業においては資源コス

ト高や人件費上昇による固定

費の増加に加え人材不足等、

地元企業を取り巻く環境は依然厳しいと言わざるを得ま

せん。そのような中ですが、県内ではインバウンド効果と

ともに関西万博2025年の開催が決定し、景気回復の兆し

が見えつつあります。特に、白浜空港の民営化、温泉保

養地を活かしたITオフィスの企業進出、カジノ統合リゾー

トＩＲの誘致等、県内経済にとって明るい兆もあり、期待が

持てます。企業においては、この流れを好機ととらえ、技

術力、営業力を磨き、効率的な企業体制を構築していく

ことが重要です。そこで参考事例といますか、少しでも効

率化に繋がればと思い、景気予想と共にお話を進めた

いと思います。 

 日本銀行が2016年2月16日にマイナス金利政策を導入

して3年が経ちます。史上初の劇薬は市場金利の協力な

下振れ圧力となり、金融機関の預貸金利や縮小、収益

低下を招きました。2％の物価上昇は依然遠く、市場機

能不全など弊害は甚大です。政府は「いざなぎ景気」超

えを果たしたと喧伝しています。マイナス金利での超低

金利や円高定着が支えとなり輸出関連を中心に大企業

が高収益をあげたのは確かですが、「最弱の景気拡大」

との指摘もあり、多くの中小企業や国民には実感が乏し

く、金融界はさらに厳しいのが現況です。金融緩和はア

ベノミクスと一体で市場では現政権が続く限り大きな政策

変更はないとの見方が支配的（黒田総裁も任期延長3

年）であり、マイナス金利は続き、市場が停滞、変化な

し、好転は望めないきびしい環境がまだまだ続くと予想さ

れます。 

３ 

水と衛生月間 

（サ）米山奨学委員会・・・・近森裕子 米山記念奨学委員

長 

 ・2640地区の寄付額は、過去は全国でも上位、今は地

区混乱もあり低迷、奮起をお願い。 

（シ）オンツー・ホノルル委員会・・・姫野晃 オンツー・ホノ

ルル委員会 

 日程：2020年6月6日～10日 場所：ハワイ州ホノルル 

 注意事項 

 ・ビジネスクラスとファーストクラスの航空券は取り合い

になる（日航の話） 

 ・330日ルールを適用する（7/10一般販売開始） 

 ・ホテルはロータリーの関係先が大部分を押さえている 

 ・4/21の委員会（地区協議会）で詳細説明を行う 

 ・地区ナイトは200名程度を考えている 

 

 

（木本例会運営委員長） 

本日の会員数３２名 

  （出席規定免除会員９名） 

出席会員数２３名 

  （出席規定免除会員６名） 

     ７９．３１％ 

3/7   ８２．７６％  

3/14  ９０．００％ MU：脇村君 

 

 

（松村ＳＡＡ） 

岩本君：今日は会長代行させていただきます。御協力よ

ろしくお願いします。 

嶋田(崇)君：岩本副会長さん、本日会長代行宜しくお願

いします。福原さん、卓話楽しみです。 

上野山（栄）君：本日、例会欠席誠に申し訳ございませ

ん。福原さん、卓話よろしくお願い致します。原稿にて

読ませて頂きます。 

嶋田(恵)君：有田RCの入会をご承認頂けたこと感謝申し

上げます。今まで奉仕は敷居が高いと思っていました

が、先日の卓話を聞かせて頂いて私にもできることが

あると気づきました。温かい先輩方にご指導頂きなが

ら、有田RCの一員として貢献したいと思います。 

應地君：福原さん、卓話を楽しみにしています。 

木本君：福原陽司さん、本日の卓話宜しくお願い致しま

す。 

上野山(捷)君：福原陽司様、本日の卓話、ご苦労さまで

す。 

脇村君：福原君、本日の卓話楽しみです。よろしくお願

いします。 

石垣（洋）君：福原支店長様、卓話楽しみにしています。 

橋爪（誠）君：福原さん、卓話デビューおめでとうございま

す。はりきってどうぞ！勉強させて頂きます。 

児島君：福原さん、卓話楽しみです。 

岩橋君：福原さん、卓話楽しみにしています。 

川口君：福原さんの卓話、 楽しみにしています。3/15の

職業紹介事業では皆さまのご協力ありがとうございまし

た。 

橋本君：福原さん、本日の卓話よろしくお願いします。 

 卓 話 

出 席 報 告              

ニコニコ箱の報告 



 では、どうすればいいのでしょうか。今まで通りのやり

方、誰かがやってくれる、何とかなる、このような経営か

ら、これからを生き残るために技術力を磨き、効率化、組

織力の強化、多角経営が必要であると思います。また、

人口減少、高齢化、人手不足、若手人材育成等様々な

問題を打ち破らなければ生きていけないと考えます。今

後も、企業力の向上と地域経済の発展に貢献していきた

いと考えておりますので、ご指導よろしくお願いします。 

 

 

 

水と衛生月間 

４ 

閉会・点鐘 （上野山(栄）会長） 

日程 ４月の例会プログラム 

４/７(木) 法要例会  

４/１１(木) 

外部卓話：秋竹俊伸氏 

  （㈱早和果樹園 社長） 

「若者と共に！夢のある農業経営

を」 

４/１８(木) 
クラブ協議会 

「創立60周年記念事業について」 

４/２５(木) 
会員卓話：北畑 貴行 君 

「改めて自己紹介」 
親睦家族旅行  「弥生新緑の旅」 

平成31年3月31日（日） 



 

水と衛生月間 

５ 


