
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  

 本日のプログラム 第 2167回例会 平成 30年 2月 1日  

ソング：君が代・奉仕の理想 

行 事：国際奉仕委員会卓話 諸事御祝 

 

 第 2166回例会 平成 30年 1月 25日の記録  

                       

 会長の時間  
 
 
皆さんこんばんは。昨
日から寒波による大雪
や草津白根山噴火災害
と嫌なニュースばかり
です。先週の職場訪問
には沢山のご出席頂き
まして、ありがとうご

ざいました。今年は、プログラム委員長と相談
いたしまして、私が消防団に入っておりますの
で、熊野市消防署にお願いしまして職場訪問を
させていただきました。今までに消防署に見学
はされてなかったとの事でしたのでちょうど良
かったと思いました。普段は中々見る機会もな
い消防指令室や各部屋も見せて頂き、テスト通
信での消防救急要請も体験させて頂きました。
急きょ携帯電話にて 119 番通報を行い、電話を
かけた方の場所を特定する為のシュミレーショ
ンでしたが、考えがまとまらずしどろもどろで

答えておりましたら、終了後山口会員に会長、
あんだけしどろもどろやったら浮気できんね、
すぐばれるでと言われました。又、現在の通信
システムは、固定電話であれば、ほとんどが直
ぐ特定でき直ぐに現場にかけつけているとの事
です。署長からこれはお願いなのですがと、救
急の電話連絡をくれた方は、そんなんええさか
いに早よ来てとあわてる方が多いのですが、電
話での対応上、救急車に情報が連動しており、
救急隊員が現場到着後すみやかに処置が出来る
よう詳細に質問などをしていますと話をされて
おりました。最後には、救急隊員による実際の
現場での一連の処置の実演を見せて頂きました。
本日は、恒例の「年男・年女」の会員の卓話と
なっていますので、大崎実吉会員、濱田直美会
員、後ほどよろしくお願い致します。本日も沢
山のご出席ありがとうございます。

 
 幹事報告  西村昭宏会長 
▼桑名西、伊勢度会、松阪東、松阪、那智勝浦、松阪山桜、津南、津、桑名北、伊勢度会、 
名張中央、鈴鹿ベイロータリークラブより例会変更のお知らせが届いております。 
▼地区事務所より職業奉仕セミナー、新会員研修セミナー開催のお知らせが届いております。 
▼ガバナー事務所より下半期地区関係資金・送金依頼と負担金ご送金のお願いが届いております。 
▼国際ロータリーより下半期の人頭分担金の請求書が届いております。 
▼ガバナー事務所より２０１８年会長エレクト研修セミナーのご案内が届いております。 
▼直前ガバナー事務所より地区記録誌が届いております。 
▼１月のロータリーレートは１ドル１１４円です。 
▼RI 日本事務局より西村昭宏会員、森本衞会員、糸川佳男会員へポールハリスフェローの賞状ピ
ンが届いております。又、年次基金（１００ドル）への寄付明細書、ロータリー財団百年史のご案
内、財団室ニュースも届いております。 
▼ガバナー事務所より「第１９回ロータリー国際囲碁大会」開催のご案内が届いております。 
▼松阪東ロータリークラブよりインターシティミーティング決算報告書が届いております。 
▼日立北ロータリークラブよりグレン＆千杯野球大会の試合結果表と写真データが届いておりま
す。 

例会日：毎週木曜日 
例会場：第 1･3 12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    第 2･4 19：00～みどりや 
事務局：〒519-4324三重県熊野市井戸町 349-1 
TEL0597-85-2110 FAX0597-85-2118 
E-MAIL：kumanorc@sirius.ocn.ne.jp 
ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ：kumanorc.com 

2017-18年度 会 長 西村昭宏  
       副 会 長 井上登  

幹 事 糸川佳男 
会報委員 瀧本吉也 

 

【布引の滝】 

日本の滝百選に

選ばれている熊

野市紀和町の布

引の滝。熊野川

支流の楊枝川の

枝谷、布引谷に

ある落差 53m

の滑段瀑。 



▼ハイライトよねやま２１４号が届いております。 
▼牟婁地区柔道大会へ昨年度同様協賛いたしました。 
▼NPO 法人あそばらいつ様より３月１７日開催の社会的養護の社会化フォーラムのご案内が届い
ております。 
▼横浜戸塚西、伊勢、伊勢南、伊勢中央、桑名西ロータリークラブより週報を戴いております。 
 
 年男年女会員卓話  
大崎実吉会員…私は戌年生まれ 7 回目の年男と
いう事で 4 月 6 日に 84 歳です。会員の中で私
が一番年寄り。日本人の平均寿命は女性で
86.61 歳。男は 80.21 歳となっておりますが寝
たきり老人も含んでおり、健康寿命では女性
74.21 歳、男は 71.19 歳と言われております。
私は子供の頃人生僅か 50 年と言われたのです
が、平均寿命 50 を超えたのは 71 年前の 1947
年、70を超えたのは 47年前の 1971年だと言わ
れております。それから 4 年後の 1975 年に私
が熊野ロータリークラブに入会させて頂きまし
た。今年の 5月になれば満 43 年になります。当
時は三重県、岐阜県、富山県、石川県で 361地
区と呼ばれ、地区大会も金沢や、福井にも夫婦
で参加したものです。私が入会した年度は朝尾
会員が 23 歳で幹事をされており会長は玉置の
お医者さん、会場は今は無きオレンジホテルで
した。私は入会 5 年目に幹事を、会長はオレン
ジホテルの岸本さん。今日との方でした。それ
から 2 年後に会長に推薦され、幹事は 2 度目の
朝尾さんに御願いしました。当時のロータリー
クラブは大変厳しく、会員は地域を代表する一
業種一人であり、男子会員のみであり 4 つのテ

ストや奉仕の理想に就いて厳しく教えられたも
のです。三重県も三分区に分かれており朝尾さ
んは 30 歳代で一番若い分区代理を務められた
方です。19 年前からは 2630 地区はガバナー補
佐制度を取り入れ私も第三分区の初代補佐を務
めさせて頂き、松阪から伊勢、鳥羽、志摩、尾
鷲、熊野の 11クラブを年 4回以上訪問、意見聴
衆や、指導をして来いと、名古屋で何回も指導
や会議を受け苦労しました。地区の会議の時に
は第三分区は地域も広く 11 クラブは多過ぎる
から半分にして下さいと懇願しました。三年後
には今の様に 6 分区にしてくれてよかったと思
っています。嬉しいのは今でも当時からの会員
で井田海岸での IMは良かった、あんな素晴らし
いのはもう二度と無いと顔を合わす度に言って
くれます。19年前のいい思い出です。43年皆出
席中ですが遠くは九州と京都で 3 回、山陰と岡
山、兵庫、東京で各 2回、大阪、奈良、和歌山、
名古屋は数知れず、北は釜石です。最近は Eク
ラブが出来たのでそちらでさせて頂いておりま
す。次年度は私より二回りも若い濱田会員がガ
バナー補佐。これからのロータリーを目指して
くれる事と期待しております。

 
 
濱田直美会員…私は戌年ということで、以前に
「誰にでもしっぽを振ってついていく犬やな
ぁ。」と、言われました。そんな私も今年還暦
を迎えます。また次年度は、松阪東紀州グルー
プのガバナー補佐ということで、すでに研修を
名古屋で何度も受けていますが、これからまだ
まだ続きます。次年度は、皆さんのご協力のも
と、一生懸命勤めさせていただきますのでご協
力のほどよろしくお願い致します。 
 さて今回還暦ということで私は今までの人生
を振り返ってみました。そうすると、いままで
いろいろな資格に挑戦してきたなと、思いまし
たのでそれを紹介したいと思います。 
 最初は、小学校 4年生の時にそろばんを習い
に行きました。中学 1・2年生の時に、近所に嫁
ってきた私の従姉妹がお花の師匠ということも
あり、習いに行きました。聞いたこともない二
葉流という流派でした。 
 19 歳頃に、着付けを習いに行きました。2 年
ほど通って、一緒に教えてくれていた組みひも
教室にも通って、伊賀組みひもを組めるように
なりました。隣に料理教室があったのでついで
に家庭料理も習いに行きました。着付けの先生
の資格を取る一歩手前で結婚して大阪へ行って
しまったのでそれが今でも心残りです。 
 23歳で、調理師免許、33歳で主人が亡くなり
その折に母がパソコンでも習いに行ったらど

う？と言ってくれたので、パソコン教室へそこ
で、いろいろなワープロや表計算等パソコンの
資格を取り、簿記の資格も取り、パソコンのイ
ンストラクターの資格や CAD の資格を取りまし
た。 
 43 歳で造園施工管理技士 2 級を取り、45 歳
の折に介護施設を作ろうとして介護の資格、ヘ
ルパー2 級と、ガイドヘルパーと取りました。
その後、介護施設を断念し宅地建物取引士の資
格を取得、49歳でロータリークラブに入会させ
ていただきました。 
 熊野ロータリークラブに入会後、地区環境保
全委員会に出向させていただきました。地区委
員会では、地区協で環境に関する講師を招き講
習を実施しました。その折に、自然観察指導員
の方が来られ、ぜひ皆さんも自然観察指導員に
なってくださいと、呼びかけられました。それ
で、その年に 3泊 4日の研修を受けて資格を取
りました。 
 その後も、三重県星空案内人、星のソムリエ、
アマチュア無線、グリーンツーリズムインスト
ラクター、プロジェクトラーニングツリーのフ
ァシリテーター、国内旅行取扱管理者、第 1種
猟銃免許、第 2 種猟銃免許、わな免許、少額保
険募集人などの資格を取りました。今後も、ま
だまだ生涯勉強を続けたいと思っています。



 ポールハリスフェロー授与  

西村昭宏会員、森本衞会員 

 諸事御祝  

結婚記念日：榎本正一会員、瀧本吉也会員、大崎順敬会員 

 

 ニコニコＢＯＸ  

会長…本日も出席ありがとうございます。年男・年女卓話ありがとうございました。ポールハリス
フェロー表彰いただきました。衞さんとは同期です。 

大崎 実吉…年男の話失礼しました。 
濱田 直美…年女の卓話をさせていただいて。 
森本  衞…ポールハリスフェローで表彰されました。ありがとうございます。 
前田 衣代…本日は松本君の代理です。久し振りにマイクを持ってドキドキでした。 
榎本 正一…最近特に仲良くやってます。 
大崎 順敬…30周年です。多分。 
瀧本 吉也…結婚記念日のお祝いを頂いて。 
庄司  幸…お誕生日のお祝いありがとうございます。62歳になりました。 
平谷 一人…いつも欠席申し訳ありません。お酒いただきます。 
田端 稔充…早退とお酒、すみません。 
片岡博也、清水康仁、森本伸、森本健一、和田幹夫、赤阪俊一、野地俊行、山門弘毅、大崎順敬、 
井上 登…お酒をいただいて。 

 

 

 

 

 

 第 21656回例会 平成 30年 1月 18日の記録  

 職場訪問 熊野市消防本部  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回第 2168回例会  

2月 8日：会員卓話 

 出席報告  森本健一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 22名  欠席数 14名 

出席率 61.11%  修正 66.67％ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 次回第 2166回例会  

1月 25日：年男・年女会員卓話 

     諸事御祝 

 出席報告  森本健一 出席委員長 

会員数 36名  出席数 16 名  欠席数 20名 

出席率 44.44%  修正 58.33％ 


