
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 本日のプログラム 第 2251例会 令和元年 12月 5日  

ソング：君が代 奉仕の理想 

行 事：奉仕プロジェクト委員会卓話 諸事御祝 

 第 2250回例会 令和元年 11月 21日の記録  

 
 会長の時間  糸川佳男 会長 

 

本日も出席ありがとうご

ざいます。熊野ロータリ

ー友好提携の上野東さん

との交換卓話です。本年 

度会長の出後（いずご）会長、夜は私が上野

東さんの例会にお邪魔し卓話をさせて頂きま

す。上野東さんのホームページ本年度の上野

東さんのスローガンは親睦と奉仕を大切にロ

ータリーを楽しもう。会員 40名。平均年齢 66

歳（熊野が勝ちました）活動は地区補助金事

業で、10月 6日に手裏剣大会、盛大に行われ。

親睦家族旅行で、宝塚観劇。伊賀市の読書感

想文コンクール協賛。など毎月活発な活動を

行われています。後ほど、出後会長の卓話を

頂戴したいと思います、時間は十分にありま

す。出後会長の会社は、創業 100 年以上のか

いしゃで、ベンガラ塗料を作っておられます。

ベンガラとは赤色の顔料のようで 1700 年国

産のベンガラがええき 古くから存在。古来

は化粧品、神社、器などに使用、現在はエレ

クトロニクス材料、高級特殊インキ、などで

使用されていますが古くからあるこの塗料が

今の時代に進化し続けている。上野東様との

交流は 2006 年東会長のとき、上野東様は西会

長で東と西の関係で交流が始まったと伺って

います。地区大会においては 野地さんタイ

の来賓メンバーの４日間お世話ご苦労様でし

た、また、川原さん表彰おめでとうございま

した。 

 

 

 幹事報告  中西政貴 副幹事

▼津北、伊勢南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。 

▼ガバナー事務所よりポリオ募金の御礼と千葉義援金の報告が届いております。 

▼２０２０年ホノルル国際大会のご案内資料（再送）が届いております。 

▼上野ロータリークラブより第２７回ガバナー杯野球大会運営検討会のご案内が届いております。 

▼MOA美術館熊野児童作品展実行委員会よりお礼状が届いております。 

▼熊野商工会議所より「新年の集い」開催のご案内が届いております。 

▼熊野市交通安全都市推進協議会より「年末の交通安全県民運動」の実施についてのご案内が届い

ております。 

▼那智勝浦、桑名ロータリークラブより週報を戴いております。 

例会日：第 1・2・3木曜日 
例会場：12：30～新宮信用金庫熊野支店 3F 
    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 

 

2019-20年度 会 長 糸川佳男  
       副 会 長 西村昭宏  

幹  事 門 茂伸 
会報委員 尾﨑しほ子 



 上野東ロータリークラブ会長 出後秀雄 様  

 

上野東ロータリークラ

ブ本年度会長の出後で

ございます。10月 18日

からの熊野地方の豪雨

では会員の皆さんには 

被害はなかったとお聞きしていますが、お見 

舞い申し上げます。本日は会長交換卓話とい

うことで、栗本幹事、西口フレンドシップ委

員長と共にお邪魔しました。熊野さんとの友 

好クラブ締結は 2007-2008 年度会長、榎本正

一さん、当クラブ野口章さん間で締結されて

ます。早いもので本年度で 12年目となります。

本年度会長糸川さんとは確か 4 年前のお互い

親睦委員長の時代に熊野大花火に大勢で押し 

かけ大変お世話になりました。私自身も酔っ

て行方不明になりかけ大変ご迷惑をおかけし

た記憶があります。（伊賀市の紹介）当クラ

ブの所在地の伊賀市について紹介します。伊

賀市は 2004(平成 16 年)年に旧上野市を中心

に 6 市町村が合併してできました。合併時の

人口は約 10.2 万人、現在人口約 9.1 万人で

す。少し女性の方が多いです。皆さんご存知

のように、伊賀忍者の里（2017年に日本遺産

「忍びの里 伊賀・甲賀」として認定されま

した）、上野天神祭のダンジリ行事（2016年

にユネスコの世界遺産に認定されました）が

あり旧城下町を練り歩きます。また俳聖松尾

芭蕉生誕の地です。芭蕉生家もあります。行

政は中部圏ですが、京都府、滋賀県、奈良県

に接していることもあり文化圏は関西圏です。

（クラブ概況報告）上野東ロータリークラブ

は 1981年（昭和 56年）4 月 23日上野ロータ

リークラブをスポンサークラブとして創立さ

れました。本年度創立 39 年目となります。現

在会員 40名で（内 30代 1 名女性会員 3名）、

平均年齢 66.4 歳,会員在籍平均 17.9 年です。

会員増強が急がれるところです。本年度クラ

ブテーマは「親睦と奉仕を大切に、ロータリ

ーを楽しもう」としました。家族、仕事を大

切にし、親睦活動、奉仕活動が両輪となって

和気あいあいな雰囲気のクラブを目指してい

ます。（活動）納涼家族会・・7/25伏見十石

船遊覧、貴船川床料理。親睦家族旅行・・10/31

宝塚歌劇観覧。奉仕事業・・高校生就職模擬

試験、地区補助金事業「手裏輪大会」、2月に

は高校生音楽指導を行う予定です。自己紹介）

1946年（昭和 21年）戌年，天秤座、熊本生ま

れです。専門は化学です。入会は 2002年（平

成 14 年）7 月 4 日です。入会 17 年になりま

す。あっという間の 17年でしたが、ロータリ

ーは“頼まれたら断らない”を実践させられ、

現在に至っています。（職業分類）「顔料製

造」です。現在、森下弁柄工業という所で相

談役をしています。酸化鉄顔料の製造・販売

をしております。弁柄、顔料といってもなじ

みがないと思いますので、少し時間をくださ

い。弁柄の語源はインドのベンガル地方に天

然の酸化鉄が産出し、江戸中期に輸入された

事によるみたいです。現在は化学的に作られ

ています。酸化鉄顔料には赤、黄、黒があり

ます。赤色を別名弁柄色といいます。化粧用

にも使われるように無害、安価と言う事から

塗料、セメント、アスファルト、樹脂、陶器、

紙、ガラスあらゆる素材の着色に使われてい

ます。また色としての用途以外に研磨用、ブ

レーキ用、磁石用、鋳造用にも使用されてい

ます。国内製造メーカーは 6社ありましたが、

色々あり、現在では 2 社となっています。中

国品、ドイツ品もあり、経営は厳しくなって

きています。社長になって、前任社長の薦め

もあり、ロータリーに入会させて頂き、何と

か操業 101 年に繋ぐことが出来、ロータリー

に入会してよかったかなと思っています。（趣

味）クラブの同好会、野球・ゴルフ・陶芸・釣

りいずれも経験させて頂きましたが、今は会

費だけを払い、反省会・懇親会専門です。お

酒は学生時代から少々です。例会の会長の時

間のプレッシャーからスナックに挨拶に行く

程度です。数年前から、家庭菜園をやってい

ます。自分で育てた野菜の成長を園芸ノート

に書きとどめ、それを食するのが楽しみです。

今日はとりとめのない話になりましたが、今



後とも宜しくお願いいたします。糸川会長様、

西村副会長様、夜間例会でお待ちしておりま

す。本日はありがとうございました。 

 

         

 本日のビジター 

 

上野東ロータリークラブ会長 出後秀雄様 上野東ロータリークラブ幹事 栗本了一様 

上野東ロータリークラブフレンドシップ委員長 西口和成様 

甲子園ロータリークラブ 安本 勉様   

 

 ニコニコ BOX   

 

上野東 RC会長 出後秀雄様、上野東 RC幹事 栗本了一様、フレンドシップ委員長 西口和成様 

…会長交換卓話でおじゃましました。本日はよろしくお願い致します。 

安本勉様（甲子園 RC）…貴クラブにおじゃまして。 

会長…上野東出後会長、栗本幹事、西口フレンドシップ委員長ようこそ熊野へ。 

赤阪俊一…安本様、甲子園大会ではお世話になりました。大学の後輩です。 

片岡博也…上野東 RC 出後会長様、栗本幹事様、西口様、甲子園ロータリークラブ安本様、ありが

とうございました。 

森本衞…出後会長様始め上野東ロータリークラブの皆様、甲子園ロータリークラブの安本様よう 

こそ熊野においで下さいました。 

尾﨑しほ子…上野東の皆さんようこそ。遅刻申し訳ありません。 

 

 

 

 

 

 

 

 地区大会  

                              木村パストガバナーより 

川原直美直前ガバナー補佐へ

感謝状を贈呈   

 

 

 

 

 

 

 次回第 2252回例会  

12月 12日：次年度会長幹事発表 

      年次総会 

       

 出席報告  井上 登 出席委員長 

会員数 33名  出席数 14名  欠席数 19名 

出席率 42.42% 修正 72.72％ 



 米山奨学生 曹惊龍君の地区大会 

 

川原さん、おはようございます。昨日私を含

めて、11人パーティーをしました。とても賑

やかな食事会でした。皆さん、すごく喜んで

いて、楽しんでいただきました。2日間の食事

会で、皆さんの心を近づけて、日本に来る感

想やゴミ捨てやバスの乗り方など生活の中で

出会った問題など色々話して、今私が当たり

前のように思いましたが、彼らにとって、不

思議だと思いました。話の中、自分が何年間

前に日本に来ることを思い出して、自分の困

ることや食生活の違いなどを感じた頃、すご

く懐かしかったと、面白かったと感じました。

皆さんとの食事会がとても楽しかったです。

ありがとうございます、感謝いたします。学

生寮のメンバーもすごく感謝しております。

ありがとうございます。 

 


