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田辺ロータリークラブ
創立６０周年記念例会

-平成25年4月18日(木）AM11:30～PM2:20-

田辺ロータリークラブ創立

６０周年記念例会の開催に当

たり、一言ご挨拶を申し上げ

ます。本日は、田辺ロータリー

クラブ創立６０周年記念例会

を開催致しましたところ、田

辺市長職務代理者福田安雄様、

田辺商工会議所副会頭田中善

晴様、国際ロータリー第２６

４０地区ガバナー北中登一様

の代理としてご出席頂いた同地区代表幹事上田俊夫様、

大阪ロータリークラブ会長松澤佑次様、和歌山ロータ

リークラブ会長和中美喜夫様、同地区パストガバナー

村上有司様の皆様をはじめ、多くのご来賓の方々のご

出席を賜り、誠にありがとうございます。

田辺ロータリークラブは、大阪ロータリークラブ様

と和歌山ロータリークラブ様をスポンサーとして戴き、

１９５３年（昭和２８年）1月８日を創立記念日とし

て誕生しました。昨年１２月末時点で、日本全国には

２,２９３のロータリークラブがありますが、田辺ロー

タリークラブは、その９５番目、和歌山県下では２番

目で戦後初めて創立されたクラブであります。田辺ロー

タリークラブの創立が口火となって、相次いで、県内

にロータリークラブが生まれたことを思うとき、田辺

ロータリークラブがその先駆けとなった意義は非常に

大きいものがあると自負しています。そして、御坊ロー

タリークラブ様はじめ、８ロータリークラブ、３プロ

バスクラブのスポンサーとなって、拡大にも貢献して

参りました。

田辺ロータリークラブの創立時は２５名のチャーター

メンバーでしたが、これまでガバナーを２名輩出し、

現在８４名の会員を擁するクラブに発展しています。

そして、チャーターメンバーは、既に多くの方々がお

亡くなりになられ１名だけとなりましたが（そのお方

は榎本三郎さんであります。）、９５歳のご高齢にも

かかわらず、とてもお元気で例会にご出席頂いていま

す。また、チャーターメンバー以外にも、９７歳の脇

村孝三郎さんを最年長者として、７５歳以上の会員が

１６名おられ、ことあるごとに貴重なアドバイス等を

頂いております。６０年の歴史と伝統を学びそれを礎

として、さらに田辺ロータリークラブを成長、発展さ

せる責務を負っている我々後輩にとって、このような

先輩方の存在は、誠にありがたく、心強い限りである

とともに、当クラブの大きな財産であり、誇りであり

ます。

田辺ロータリークラブ創立５０周年記念例会におけ

る当時の廣本喜亮会長の挨拶を引用させて頂くと、

「昭和２８年は、ＮＨＫがテレビ放送を始めた年、朝

鮮戦争の休戦協定が成立した年で、日本は戦後の苦し

い状況を脱しかけて、高度成長へ向かう前の段階であ

りました。また、この年の７月には、和歌山県下が大

水害に見まわれ、死者・行方不明者が１,０４６人を

数えた年でもありました。」ということでありまして、

こういう困難な時代にロータリークラブを立ち上げら

れた諸先輩にあらためて心から敬意を表し、感謝申し

上げたいと思います。

田辺ロータリークラブは、この６０年間、様々な奉

仕活動を行ってまいりました。

高校生を対象にした奨学金制度の創設・運営、救急

指定ポイントの設置、三四六公園ロータリーの森、新

庄総合公園、扇ヶ浜駐車場への植樹、紀南文化会館前

へ建畠覚造先生の彫刻「卍｣の寄贈、田辺市、みなべ

◎会長挨拶 中松村夫会長



開会にあたり、一言ご挨拶

申し上げます。

本日は田辺市長職務代理者

福田安雄様、第２６４０地区

ガバナー代理代表幹事様始め

パストガバナー様及び地域の

会議所様並びに友好クラブ会

長様方等、多くのご来賓をお

迎えして我々田辺ロータリー

クラブの６０周年記念例会が

開会できますこと、即ち昭和

２８年大阪クラブ並びに和歌

山クラブのスポンサーを受け、この地、田辺に我々の

クラブが誕生致しました。それから６０年、この本卦

還りはやはり原点を求める深層意識が為せる業でしょ

う。

６０年は本卦還りの祝いともいい、満６０年の誕生

日に祝います。６０年で再び生まれた年の干支に還る

そうで、我が田辺ロータリークラブがこの本卦還りに

当り、あらためて先人達が幾多の苦難を乗り越えて来

られた御苦労に心から感謝を捧げると共に初代会長高

垣五一曰く所謂ロータリーの「良さ」を更に広く、深

く感得するために週例会が人間形成のための全員出席

のロータリー教室であり、各種会合にも自ら進んで参

加〔ロータリーの雰囲気に接するようにしたいものだ〕

とあります。

又、創立１０周年歩みの誌の中にも設立直後の最初

の公式訪問で鳥養ガバナーは、社会奉仕も金を出すば

かりが能ではない、金だけで済む奉仕はイトモ簡単だ。

大切なことは、奉仕は精神を身につけてそれを実行す

るに在るという意味のお話があったと、誌に残されて

います。

この６０周年が、先の１００周年に贈る資料等の元年

度にしたいと思います。

ロータリーの友誌と米山記念奨学事業と同年代の歴史

を刻んでいます。

記念事業と致しましては、昨年の１１月２日～４日

に田辺市弁慶映画祭に協賛、記録より記憶に残る文化

的事業、田辺ロータリーの歌を作る、会員より歌詞を

募集、創立４０年、５０年の周年事業のメンテナンス、

前進ばかりでなく過去にも目を向けて、田辺駅前広場

改設に時計台の寄贈を行います。

記念誌も１００周年へのメッセージ等、特記集等を掲

載する。

６０周年から１００周年へ各年毎に積立を提唱する。

尚、本日の記念例会で基調講師に現大阪ロータリーク

ラブ会長（田辺市出身）様に御願申し上げています。

どうかご来席の皆様、今後共、田辺クラブを、ご指

導ご鞭撻下さいますよう心よりお願い申し上げます。

本日は、早朝より大阪や県下各地よりわざわざ我々

の為にお出で頂きましたご来賓の皆様方に再度御礼申

し上げ、開会のご挨拶といたします。

ありがとうございました。

町それに上富田町の図書館への図書購入費の寄付、青

少年交換留学生の派遣・受け入れ等々、他にも数え切

れない程の事業を展開して参りました。

そして、創立６０周年の今年度は、田辺弁慶映画祭

への協賛、田辺駅前広場への時計塔の寄贈その他の記

念事業を計画実行しています。

私達は、このような数々の奉仕活動を展開すること

によって、地域社会の発展に寄与することを願ってや

みません。

そして、私達は、１００周年に向けて、田辺ロータ

リークラブがますます、成長、発展するよう、真摯な

努力を重ねて参りたいと思っています。

ご臨席の皆様方には、今後とも、田辺ロータリーク

ラブに対し、より一層のご友情とご指導、ご支援を頂

きますようお願い致しまして、ご挨拶とさせて頂きま

す。

ありがとうございました。

◎開会の挨拶

創立60周年記念委員長 渡部正義委員長

◎ 式 次 第

・第一部・（11:30～ 13:00）

記念例会

司会 古谷典子

1．点 鐘 会長 中松村夫

2．開会の辞 60周年記念委員長 渡部正義

3．唱歌（君が代・奉仕の理想・田辺ロータリーの歌）

ソングリーダー 榎本長治

4．来賓・ビジター紹介 親睦活動委員長 植田英明

5．出席委員会 出席委員長 田上雅信

6．会長挨拶 会長 中松村夫

7．物故会員に黙祷

8．祝 辞

第2640地区ガバナー代理 代表幹事 上田俊夫様

大阪ロータリークラブ会長 松澤佑次様

パストガバナー 村上有司様

9．祝電披露 幹事 長井保夫

10．記念事業説明 60周年記念事業委員長 玉井洋司

11．記念事業目録贈呈 会長 中松村夫

12．謝 辞 田辺市長職務代理者 福田安雄様

13．感謝状贈呈 会長 中松村夫

14．60周年記念講演(45分)

「メタボリックシンドロームとはなにか」

大阪ロータリークラブ会長 松澤佑次様

15．閉会の辞 60周年記念副委員長 新井康司

16．点 鐘 会長 中松村夫



・第二部・（13:15～ 14:20）

祝 賀 会 司会 木村勝次

1．乾 杯

和歌山ロータリークラブ会長 和中美喜夫様

2．会 食

3．チャーターメンバーより一言 榎本三郎

4．百周年に向けて 柏木壽夫

5．お祝い行事

6．ニコニコ箱報告 SAA 新藤整市

7．アトラクション 「懐かしい童謡メドレー等」

楠本未来、吉田昌樹、森松慶子

8．お礼の言葉 副会長 野村富也

9．手に手つないで ソングリーダー 榎本長治

☆来賓名（敬称略）

・田辺市長職務代理者 福田安雄

・田辺商工会議所副会頭 田中善春

・大阪ロータリークラブ会長 松澤佑次

・大阪ロータリークラブ幹事 薩摩和男

・和歌山ロータリークラブ会長 和中美喜夫

・和歌山ロータリークラブ幹事 林 俊行

・紀伊田辺ライオンズクラブ会長 鈴木慎次

・田辺ライオンズクラブ会長 宮本英士

・白浜南ライオンズクラブ会長 浦 吉彦

・国際ソロミスト和歌山紀南会長代理 中道幸代

・(社)白浜･田辺青年会議所会長 原見輝彦

・日置川プロバスクラブ会長 森田義利

・龍神プロバスクラブ会長 古久保克巳

・本宮プロバスクラブ副会長 松本純一

・第2640地区代表幹事 上田俊夫

・第2640地区パストガバナー 村上有司

・第2640地区ガバナー補佐 廣本喜亮

・海南ロータリークラブ会長 岡本慶一

・御坊ロータリークラブ会長エレクト 野村義夫

・新宮ロータリークラブ会長 関 康之

・串本ロータリークラブ会長 南 慶一

・白浜ロータリークラブ会長 岩橋 修

・田辺東ロータリークラブ会長 橋本 隆

・田辺はまゆうロータリークラブ会長 南 憲男

☆感謝状贈呈

チャーターメンバーの榎本三郎会員とクラブ最年長

脇村孝三郎会員に感謝状が贈呈されました。脇村孝

三郎会員は英子夫人が代理でご出席頂きました。

☆創立60周年記念事業

紀伊田辺駅前広場

「モニュメント時計」

・中松会長より福田安雄市長職務代理者へ目録を贈呈

致しました。

大阪ロータリークラブ会長

松 澤 佑 次 様
(大阪大学名誉教授)

(住友病院院長:田辺市出身)

「メタボリックシンドロームとは何か」

生活習慣病の分野が

専門とされる先生の

「メタボリックシンド

ローム」について診断

基準のお話や肥満型の

体型としてリンゴ型と

洋梨型があり前者が後

者より内臓脂肪が多い

という話等、拝聴させ

て頂きました。

創立60周年記念卓話



☆御祝電
・田辺商工会議所会頭 橘 一郎様

・紀伊田辺ライオンズクラブ様

・衆議院議員 二階俊博様

・参議院議員 世耕弘成様

・参議院議員 鶴保庸介様

・御坊南ロータリークラブ様

・御坊東ロータリークラブ様

・那智勝浦ロータリークラブ様

☆１００周年に向けて
柏木壽夫会員

私の祖父も榎本三郎さんと同じ

チャーターメンバーでした。また

父もロータリアンで先日物故会員

として追悼して頂きました。

私はまだ入会後３年半の駆け出

しの会員ですが、チャーターメン

バーと諸先輩が今まで築いて、培っ

て戴いた田辺ロータリークラブの歴史と伝統をこれか

らは私たちが担い、次世代へと引き継いでいくことが

１００周年に向けての私たちの使命ではないかと思い

ます。

今、私は５６歳ですが１００周年には９６歳になる

ことになります。我が田辺ロータリークラブの最年長

の先輩お二方のご年齢を考えますと、１００周年の記

念式典に出席することは決して不可能ではありません。

先程大阪ロータリークラブの松澤会長の講演にありま

したように健康に留意して私より若い年齢の会員は全

員ですが、１００周年の記念式典の出席を目標にこれ

からも田辺ロータリークラブの会員として誇りを持っ

て頑張っていくことを決意して１００周年に向けての

メッセージと致します。

出席報告

第2963回 第2964回 第2965回

会員数 84名 84名 84名
出席規定免除会員数 10名 10名 10名

出席計算会員数 81名 81名 83名

出席者 69名 57名 74名

出席率 85.18％ 70.37％ 89.16％

メイクアップ 4名 6名

修正出席率 90.12％ 77.78％

☆国際ロータリー会長メッセージ
田辺ロータリー･クラブ会員各位

田辺ロータリー･クラブの創立６０周年に際し、心よ

りお喜び申し上げます。

ロータリー･クラブには、それぞれの性格と特徴があ

り、独自の奉仕方法があります。新しいロータリー･

クラブの設立は、より良い地域社会をつくるために、

思いやりと熱意にあふれた人々が集まる場所、つまり

地域のより所をもたらすことでもあります。

私が八潮ロータリー･クラブの創立会員となった当初、

それが大きな意味を持つことになろうとは、思っても

みませんでした。しかし、私の町に新しいロータリー

･クラブをつくり、創立会員になるよう勧めてくださっ

た方々に、私は心から感謝しています。その方々のお

かげで、私の人生はさまざまな意味で、もっと豊かで、

幸せで、充実したものとなりました。また、八潮市も

もっとよい町になりました。

この６０年間、貴クラブの奉仕活動によって、田辺市

に豊かな恩恵がもたらされたと私は確信しております。

この重要な節目をお祝い申し上げると共に、「奉仕を

通じて平和を」のこの１年における貴クラブのさらな

るご発展とご活躍をお祈り申し上げます。

田中作次2012-2013年度国際ロータリー会長

http://tanabe-rc.com/ ＴＡＮＡＢＥ ROTARY

ニコニコ箱

☆田辺ロータリークラブ60周年おめでとうございます。

(大阪RC松澤会長より卓話謝礼10万円を頂きました｡)

☆本日はおめでとうございます｡御坊クラブも来年60周

年を迎えます｡その節はよろしくお願い申し上げます｡

････････････････････････････････野村義夫(御坊RC)

☆60周年おめでとうございます。････関 康之(新宮RC)

☆60周年おめでとうございます。･･･橋本 隆(田辺東RC)

☆60周年おめでとうございます。････南 慶一(串本RC)

☆60周年おめでとうございます。･･･････････････････

･････････････････････････南 憲男(田辺はまゆうRC)

☆田辺RC60周年記念例会の開催､おめでとうございます。

ご来賓並びにご出席頂いた皆様､有難うございました｡

･･･････････････････････････････････････････中松

☆60周年おめでとうございます｡100周年めざして頑張

ります。･･･････････柏木､伊賀､長井､野村富､木村頼､

玉井､横田､岩本､宮本､松田､辻､荷稲､玉置､山本､池永､

濵口､都志見､青木､豕瀬､多屋平､田上､中田､津村､

古久保､廣本､浦出､稲田静､大川､瀬戸､阪本､西嶋

☆創立60周年おめでとうございます｡せめて70周年まで

頑張りたいです。･･･････････････････････････長野

☆60周年お祝い。･････････････････････････････広井

☆記念すべき60周年記念式典日に配布の会報に写真が

掲載されました。･･･････････････････････････柏木

☆ロータリーゴルフ､久しぶりに優勝しました。･･廣本

☆ロータリーゴルフ準優勝しました。･･･････････津村

お 祝 い

会員誕生日 福本義､野村利､那須､西嶋

配偶者誕生日 堅田祥子(尚生）

結婚記念日 多屋平､白井､中田､野村利

唱歌メドレー｢ふるさとの四季」

楠本未来さん

吉田昌樹さん

森松慶子さん

第二部祝賀会では若手演奏家により唱歌メドレーを

演奏して頂きました。


