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日本生命和歌山支社長 中嶋様をお迎えして 
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                               山本佳弘 

『10月は米山月間』 

国際ロータリー理事会が指定したロータリー の特別月間に加え、日本独自の月間テーマとして、10月は米山月間となって

います。なぜ、10月なのでしょうか？  

1975 年 8月、米山梅吉翁が逝去した 4月 28日までの 1 週間を「米山週間」とすることが決定しました。ある地区で

すでに行われていた強化活動を全国へ広げ、米山奨学事業を促進することが目的でした。 

1980年度になると、 米山週間は 4月から 10月 1日～7日へと変更されました。その理由はいくつかあり、一つには「ロ

ータリー雑誌週間」が 1978 年度から 4月となり、重なってしまったことと、4月では各クラブへ送付される事業報告書など

の資料数字が約 1年前のものとなることや、採用されたばかりの奨学生に卓話を依頼することに無理がある、ストが多い、な

どの現実的な支障があったためです。そして何よりも、東京ＲＣによる米山基金から日本全地区クラブの共同事業とする決

議や合意が行われた地区大会が、いずれも 10月だったこと、これが大きな理由とされています。 1983年からは週間制度

が「月間」となり、10月が米山月間として定着し、今に至っています。               【ハイライト米山より抜粋】 

   

 

 

 

出席報告   (第 1351回)          

 

 

会員数 出席免除 欠席者 出席率 

29名 1名 2名 92.31％ 

本日のロータリーソング 

それでこそロータリー 

Today’ｓMeeting 

2021 年 10 月 12 日（火） 

「鬪雞神社修理保存事業について」 

公益財団法人和歌山県文化財センター  

下津健太朗様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブテーマ 
2021-22年度 RI会長 

シェカール・メータ 

第 2640地区ガバナー 

豊岡  敬 

2021-22Weekly Bulletin 

Next Week’ｓMeeting 

2021 年 10 月 19 日（火） 

「はまゆうと万葉集」 

日本ロータリーE クラブ 2650 

岡本三千代様 

◎米山記念奨学会委員会 委員 裏橋眞琴 

山本佳弘  準米山功労者寄付 10,000円 第 67回目 

坂本恵子    〃                 第 37回目 

 

◎ロータリー財団委員会 委員 裏橋眞琴 

（10月ロータリーレート＝112円） 

矢田篤司  ロータリー財団準フェロー100㌦寄付 第 49回目 

坂本恵子    〃                    第 31回目 

※寄付のご協力ありがとうございました。 

 

 

ゲスト 

日本生命和歌山支社長 中嶋 徹様 

委員会報告 

◎SAA 光吉直也 11月より衣替え(10月移行期間) 

 

http://www.aikis.or.jp/~t-hamayu/
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委員会報告 

◎奉仕プロジェクト 山本敦洋 

◇10月 16日（土）午前 7時～9時 

【3 クラブ合同清掃】 扇ケ浜駐車場～戎漁港 

◇10月 17日（日）午前 10時～午後 4時 

【献血活動 in パビリオンシティ】 

※ご協力よろしくお願いします。 

 

◎雑誌・広報・会報委員長 赤堀哲也 

【ロータリーの友 10月号の紹介】 

 米山月間について詳しく書かれいていますので、是非ご一読

下さい。 

 

幹事報告 

例会変更 

〇和歌山南 RC  

10/22（金）→10/21（木）18：30～ ダイワロイネットホテル

和歌山≪夜間例会≫ 

 10/29（金）→休会 

〇有田 RC 10/7（木）→休会 

〇串本 RC 10/5（火）・10/19（火）→新型コロナウイルス感

染症拡大防止の為取りやめ 

配布 

○週報 1351 

○ロータリーの友 10月号 

回覧 

〇創立 60周年記念事業 篠田教夫作品展についてのご案内 

〇県民の皆様へのお願い（令和 3年 10月 1日） 

〇ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

〇串本 RC週報 

お知らせ 

〇10月ロータリーレート 1 ドル＝112円 

お祝い 

【会員誕生日】 

竹田直人 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プログラム 
日本生命保険相互会社 和歌山支社 

和歌山支社長 中嶋 徹 様 

 

日本生命保険相互会社 和歌山支社 支社長の中嶋

です。 

本日はゲストでお招きいただき、またこの様な素敵なゲス

ト席までご用意いただきありがとうございます。 

そして、自分が鬪雞神社の様な素晴らしい伝統ある場所で

お話させていただくことになるとは、夢にまでも思っていません

でした。 

せっかくの機会ですので、少しお話をさせていただければと

思います。私はこの 4月に和歌山支社に着任いたしまし

た。 

前任地は福山でその前は佐世保になります。 

生まれは富山県になります。 

ちなみに福山や佐世保ではロータリアンとして皆さんと同じよ

うに活動に参加しておりまして、久しぶりに参加させていただ

き、緊張と懐かしさを感じます。 

 

和歌山に来て半年ですが、いい事ばかりが続いています。 

まず食べ物が非常においしいです。 

荒川の桃や、橋本の柿など最高です。 

魚も素晴らしいです。 

カツオを刺身で食べることは今までになく、本当に新鮮でおい

しいです。 

和歌山城前で聖火ランナーとして走る事もできて、坂本冬

美さんとも知り合う機会もあり、今では文通もさせていただい

ております。 

 

【結婚記念日】 

中野博行   矢田篤司 

山本康夫   寺本 匡 

 

 

10月結婚記念日 おめでとうございます！ 
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また、智辯和歌山の甲子園優勝最高でした。 

智辯和歌山の優勝後に表敬訪問で伺いました。 

昔からイチロー（鈴木家）と交友があり、また昨年度イチロ

ーが智辯和歌山へ練習指導しに来たこともあり、イチローが

幼少期の頃から食べていたカレーを贈呈して参りました。 

ちなみに優勝旗がどこにあるかご存知ですか？ 

実は紀陽銀行の貸金庫に保管されている様です。 

そんなのを盗む人などいるのでしょうか？ 

 

とりとめのない話だったかも知れませんが、ご清聴ありがと

うございました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ニコニコ箱 

山本佳弘  今月から通常例会です。このまま続いてほしいで

す。日本生命和歌山支社長 中嶋 徹様 後ほどよろしくお

願いいたします。 

山本純也  今日は、この前の一日

会優勝カップ忘れずに持ってきました。

週末一旦返しに行きます。中嶋徹日

本生命和歌山支社長様、本日は宜

しくお願いします。 

矢田篤司  明日 10月 6日が 43

回目の結婚記念日です。お祝いの梅

干しありがとうございます。 

山本康夫  本日 10月 5日結婚

記念日です。我がはまゆうロータリー

と同じ 30年の記念日です。そして、今週土曜日次女の結婚

式です。初めて花嫁の父って言うものを体験します。お金に羽

根を付けて飛んで行っちゃいます。（涙） 

坂本恵子  長い間、コロナ自粛していましたが、ようやく収束

の方向になりましたので、本日より例会出席させて頂きます。

又、今月は米山月間、来月はロータリー財団月間と 2 カ月続

けてご寄付をお願いする事になりますが、皆様よろしくお願い致

します。先月誕生日でした。 

中野博行  皆さん、お久し振りです。私は元気です。結婚記

念日ありがとうございます。 

松岡勇気  本日は、日本生命和歌山支社の支社長中嶋

がおじゃまさせていただております。皆様よろしくお願い致します。 

辻 諦淳  彼岸も過ぎ、日が短くなってきました。中芳養で

は、早稲みかんの収穫が始まっています。中嶋徹様、本日はよ

ろしくお願い申し上げます。 

菅根 清  遅刻ごめんなさい。日本生命中嶋支社長様、本

日は卓話よろしくお願い致します。 

杉山竜二    〃 

菊池正紀   〃 

川本博司   〃  

中峰千世子  〃 

赤堀哲也   〃 

裏橋眞琴   〃 

髙原 歩    〃 

光吉直也   〃 

西嶋明美  早退お詫びします。 

 

今月の花と花言葉 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【使用花】 

紅葉雪柳・スプレーギク・アスター・りんどう・アナベル・テマリ草・ 

レモンリーフ 

【花言葉】 

雪柳…「愛らしさ」・「気まま」           

スプレーギク…「清らかな愛」   

アスター…「変化」・「追憶」  

りんどう…「勝利」・「正義感」   

アナベル…「ひたむきな愛」・「寛容な女性」   

テマリ草…「純粋な愛」・「才能」   

レモンリーフ…「無邪気」 

 

支社長中嶋様のお話のあと、保険について話をする松岡君 

高松南 RC一日会（つ

いたちかい）優勝カップ 

山本会長のご厚意でお花を飾りました。アレンジは【flor】

（竹田直人君の花屋さん）です。 


