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【６月はロータリー親睦活動月間】

☆ 司会進行 SAA 白井 勇 君
＜ゲスト＞ 美浜町長 森下誠史 様
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【次年度クラブ運営管理委員会】 玉置幸史 君
次週クラブフォーラムを開催します。テーマは「次年度の各
委員会の事業計画について」ということで各委員会に分かれ
て話し合って下さい。
本日のプログラム

会長の時間

会長 尾﨑達哉 君

今日は皆さんに当クラブのホームページをご覧頂き、ご意見
等お伺いしようと思っていたのですが、残念ながら Internet が
繋がりません、マサに“猿も木から落ち”ました。
又本日お出で頂きました美浜町長 森下誠史様ありがとうご
ざいます。後程卓話よろ
しくお願い致します。
で、森下誠史さ
んと知りあった
きっかけですが、
実はテニスであり
まして、当時から
“気さくな好青年”で
誰とでも直ぐに友達になれ
そうな…細かいところまでは記憶にありませんが、とにかく私と
しても帰郷して直ぐくらいに知り合い、現在に至ります。
当時、町職員であった彼は、ましてや後日その首長になるな
んて夢にも思わなかった事だと思います。
人とは不思議でおもしろいものですね。
幹 事 報 告

幹事 森本弘之 君

○例会変更
＊海南ロータリークラブ 6/22 の例会は 6/25（土）午後 6 時
より有田市宮原町新町「橘屋」にて最終例会
6/29 の例会はクラブ定款第 6 条第 1 節（C）により休会。
○6 月のロータリレートは、1 ドル＝82 円です。
○次週からは衣替えとなりますので上着の着用はどちらでも
いいです。
委員会報告
【会長エレクト】 栗林久一 君
2011-2012 年度の各委員会の事業計画を各委員長は来週
までに提出して下さい。

「草刈り町長？」
美浜町長 森下誠史 様
御坊東ロータリークラブの皆さん、こんにちは
本日は、私にこのような場をいただけて本当に感謝しており
ます。
先ずは、4 月 29 日のお休みの日に、 ロータリークラブの
方々が、朝早くから煙樹ヶ浜の清掃作業をしてくださりありがと
うございました。この場をお借りしまして厚く御礼申し上げま
す。
改めまして、美浜町の森下と申します。ここにおられる、龍
田さん、栗林さんと昔の御坊商工の同級生で、また、お声をか
けていただきました尾崎会長さんとは以前、テニスを教えてい
ただいた大先輩であり、断ることなどできるはずもございませ
ん。
さて、お話です
が普段の私の行動
を少しばかりさせて
いただきます。
私は、自分で草
刈り町長かなと思っ
ています。
草刈りは子供が
2 年生の夏からす
るようになり、皆さん
もご存知だと思いますが、学校の環境美化といえば格好が良
いですが、まあ草抜きとか掃除がありました。
そこで、ある先生が、汚いでしょう、草もすごいでしょうとか私
に言われました。私は、先生は色んなことで忙しいから大変や
なあと思い、もう少しきれいにしてとの 2 つの思いがありまし
た。
よし、それなら自分で空い
た時間に少しでも学校内、学
校周辺の草刈をしようと思い
始めたのが、今から 16、17 年
前のことでここ 4、5 年は、年間
100 回、100 日草刈りの目標を
立てて、実現してきました。昨年は、12 月に町長選出馬になり
確か 98 回で終わってしまいました。 最初は、学校周辺だけ
でしたが、続いて通学路になり、三尾から本の脇の県道になり
草刈り範囲はすごく広がってきました。

こうお話をしているとなんと素晴しい、格好がええんと違うと
か思われると思いますが、当の本人は見てのとおり、小太りで
あり、ダイエットのつもりと、動いてることの満足感だけで、現在
に至っています。
年 100 回の草刈りと、年 200 回バドミントンの指導などでさせ
てもらいました。健康な身体に産んでくれた親に感謝です。
正直、県道を草刈りするのには、少し勇気が要り、学校周辺
だと少しの地域の人と接するだけですが、県道なら、作業して
いる自分はわからなくても人から見て、なんとええ格好してとか
思われたらと思い、真っ黒なサングラスをかけたりしましたが、
途中で、勝海舟ではないですが“行いは自分のもの、批判は
他人のもの”の気持ちでやりました。
笑い話になりますが、“森下君をこのごろ見ない。きっと入院
したんやと思う。”悪いけど区長さん一度聞いてようとの事で電
話したけど・・、知らない間に入院したことになっていたこともあ
りました。
私は、たかが草刈り、されど草刈りだと思います。草刈りをし、
別荘の方と知り合いになり、その方に、以前子供クラブの折り
紙教室のボランティア先生になってもらったり、シーガラスは三
尾の浜が一番多いと教わったり、元ジャイカ国際協力事業団
の方と知り合い、元京大の准教授と一杯飲んだとか楽しませて
もらっています。
自分の生まれた町です。大好きな町です。もちろん美浜、そ
うして御坊、日高が。この地域が今だんだんと人が減り、いろ
んな面で大変なように思います。
その中で、どうせあかんやろうの気持ちから、何とかせんとあ
かんとの前向きな気持ちで歩んで行きたいと思います。
少しやんちゃな子供と接するときもそうだと思います。我々大
人が SOS を感じてあげねば・・そう思います。
また、去年の 9 月から、松林の草刈りもするようになっていま
す。毎週土曜日 朝 8 時から燃料が切れるまでで、1 時間少し
ですが、メンバーは、７～8 人になってきました。森林浴、マイ
ナスイオンを感じながら、また、松林なので直射日光があまり
当たらないので、意外と楽です。Ｉターンの方、U ターンの方、
役場の人で、終了後ジュースを飲みながらの話が結構楽しい
です。
いろんな人がおり、考え方も違いますが、地域づくりについ
ていいお話を聞くことが出来、コミュニケーションの大切さを感
じています。
続いて、私は、この松林にヤギを放牧して、ヤギに草を食べ
てもらい、松林の整備の一助に考えています。
今日お越しの皆さんは、色んな情報をお持ちなので、ぜひと
もいいアイデアをお示しいただけたらと思います。
ヤギによって、子供たちが動物とふれあえ、癒しになり アニ
マルセラピーを感じてもらえ、また森林浴になる。松葉は、堆
肥として利用できる。そんな松林になれればと思います。
美浜町の広い松林、保安林面積７９ヘクタールがあります。
甲子園球場ですが、甲子園球場 20 個分の面積が美浜町の煙
樹ヶ浜の保安林です。
また、ユルキャラといいますか、松にちなんでマツリン、ボック
リンというぬいぐるみを造って、イベントに参加しています。
とてもかわいくて、追いつけ、追い越せ、ひこにゃんをとの号
令で行ない、“まつりん・ぼっくりん”の歌と体操が出来ており、
特に高齢者などの、健康教室に取り入れています。
煙樹ヶ浜の名前は、近藤浩一路という長野県の画家が、大
正の終わりに煙がたなびいて見えるとのことで付けたといわれ
ていますが、いま、“えんじゅ”を婚活もかねて縁が授かる“縁
授”として、いい場所に縁授の鐘をつくったらと思います。
あと 1 ヶ月ぐらいで大賀ハスの観蓮会があります。古代のハス

で、少なくても 2000 年前のハスの原種が、美浜町の日の岬の
中腹にあります。そのハスを見る会がたぶん 7 月の最初の土
曜日くらいにあると思います。千葉県の農場からハスの実を発
見し、その大賀一郎先生が来られ、分根したのが美浜町とのこ
とです。ハスの葉っぱに千枚通しで穴を開け、茎から酒を飲む、
象鼻杯とかハス飯、野点、太極拳とかのイベントがあります。
美浜の蓮は大賀ハスのみで純潔といわれています。 是非
一度お越しください。
遅くなりましたが今、東日本は大震災で大変な状態になっ
ています。多くの犠牲者の皆様方に心より哀悼の意をささげま
すとともにいまだ、行方不明の方に対し一刻も早い確認が出
来ますよう、また被災された多くの方に、日本全体で、スクラム
を組んで、絆を大切に頑張ろう日本で進まなければなりなせん
し、また私たちの御坊・日高も絆で、心を一つにし、歩んでい
かなければならないと思います。
最後に、御坊東ロータリークラブの益々の発展と皆様がたの
ご健康、ご多幸を祈念申し上げつたない話を終わらせていた
だきます。 ありがとうございました。

ニコニコ箱

SAA 白井 勇 君
◇尾崎達哉 君 森下町長様、本日よろしくお願いします。
◇小池佳史 君 森下町長本日、卓話よろしくお願いします。
◇龍田安廣 君 森下町長、よろしくお願いします。
◇稲垣 崇 君 森下町長、本日、卓話よろしくお願いします。
◇白井 勇 君 森下町長様、ようこそおこし下さいました。

出席報告

出席委員会

会員数 欠席者
15名

4名

出席者

稲垣 崇 君
免除会員 出席率

11名

0

5月11日 の修正出席率

73.3%

なし

ROTARY CLUB SONG

君 が 代
奉 仕 の 理 想
バースディソング

次回例会のご案内
★ 6/8 例会は
各委員会報告と
全員による時期への
抱負です。

