
前 回 の 報 告 （ 第 ８ ２ ８ 例 会 ）  

開 催 日 平成２９年９月２７日（水）    

点 鐘 大 浦 会 長 

ソング「手に手つないで」 

 

ゲスト 広川町教育委員会  

      平井 正展様 

 

●会長の時間●大浦 輝彦会長 

皆さんこんばんは、本

日もご出席ありがとう

ございます。本日は広

川町教育委員会 平井

正展様、ご出席頂きま

してありがとうござい

ます。後ほどの卓話、

よろしくお願いいたし

ます。 

皆さん、9月23日(土)有田３クラブ合同ゴルフ

コンペにご参加いただきまして、ありがとうござ

います。上野親睦委員長様準備ありがとうござい

ました。 

週間天気予報では、雨になっていたのですが雨も

降らず、３クラブの皆様に多数ご参加頂きまして

開催することが出来、大変会員相互の親睦がはか

られたと思います。 

コンペ結果でありますが、優勝を上野親睦委員
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四つのテスト 言行はこれに照らしてから 

１．真実かどうか      
２．みんなに公平か 
３．好意と友情を深めるか 
４．みんなのためになるかどうか 

長、準優勝を平松一彦様、４位大浦、５位川島信

治様と有田2000クラブメンバーが上位５人中、４

名をしめると大健闘でありました。又、ブービー

賞には芝さんが入り幹事クラブが商品を沢山頂く

事になってしまいまして少し気を遣いましたが、

私も有田ロータリ－クラブ成川会長様や有田南

ロータリークラブ垣内会長様、有田ロータリーク

ラブ橋爪様と、今までご一緒させて頂いたことの

ない先輩方と大変緊張しましたが、楽しい１日を

過ごすことが出来まして大変良かったです。 

表彰式の乾杯発声では、成川会長様より「色んな

事に積極的に参加することが素晴らしいことであ

るから今後も参加していきたい」と、お話があり

ました。又、閉会挨拶では垣内会長様より「今後

も有田３クラブが親睦を図り素晴らしい活動が行

えるようにしたい」と挨拶を頂きました。私とし

ても、色んな行事や活動に積極的に参加させて頂

いて、好意と友情を深めていきたいと思います。 

話は変わりまして、先日からニュースでは大統

領がロケットマンと「あだ名」で批判したり、又

対抗の声明が出たりと一触即発の事態となってい

ます。そもそも「あだ名」とは何かと調べてみま

した。あだ名は、容貌(ようぼう)、性質、挙動、

習癖などによる人の特徴に基づいて、実名以外に

他人によって名づけられた名称であるそうで。愛

称名もあるが嘲笑(ちょうしょう)名もあり、本人

が承認しない例が多いそうですが、本人が認めれ

ば人格と不可分のものとなり、通称となる。大き

な特徴は通用範囲が限られていることであるそう

    本日のプログラム 
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 クラブフォーラム：担当会員増強委員会 

クラブ会報委員長 南 良暢 

会  長     大浦輝彦 

       

次回のプログラム 

 

 １０月１４日 白木海岸清掃奉仕 

    １８日 地区戦略委員長 

         豊田 泰史様 

         （和歌山南RC） 



です。 

命名動機を分けて見ると 

(1)容姿に基づくものでは 顔の特色、体格などの

特徴をとらえたもの。たとえば、全国的にいわれ

ていることだが、極端にやせている子を、ガイコ

ツなどとよんでいる例である。いつもちょこちょ

こした人を「イタチ」とよぶ所も多いそうです。 

(2)行動、経歴によるものでは 秋田県能代(のし

ろ)市で「アミダ」とよばれるのは、朝夕阿弥陀

(あみだ)を念じ称名を唱えて後生楽(ごしょうら

く)を願っていたのが四隣に聞こえて、こう名づけ

られたそうで、鹿児島県の種子島(たねがしま)で1

日に1反(たん)5畝(せ)の田の草取りをしたので

「一反五畝」とよばれるようになったとか。この

分野のあだ名は、概して、周囲の者が驚嘆した意

識があり、嘲笑的意識は少ないそうです。 

(3)習癖、性格からくるものでは 比較的蔑視

(べっし)の意識を含んだ命名が多いそうで、ヒャ

クイチ、センイチ、マンイチ、など、百一、千

一、万一はいずれも嘘(うそ)つきのことで、百に

一つ本当のこと、千一も同じく千に一つ、万に一

つで、辛辣(しんらつ)な表現であります。 

命名動機は色々有るようですが、争い事が起こら

ないように、お互い友情を深められる「あだ名」

を付け合って頂きたいと思います。以上で会長の

時間を終わります。ありがとうございました。 

   

●幹事報告●辻本正成君 

◆例会変更（掲示） 

◆インターアクトリーダー 

 シップフォーラムのご案 

 内 

◆地区大会記念ゴルフ大会 

 ご登録の御礼 

◆１０月のロータリーレー 

 ト１ドル１１２円 

◆2016-17年度エレクト準備金の収支報告について 

◆英字ロータリアン（回覧） 

◆月信の配布日に関するお詫び 

 

●出席報告● 
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●ニコニコ箱報告● 
大浦輝彦君：みなさんこんばんは。平井様、本日 

      はようこそおいでくださいました。 

     後ほどの卓話宜しくお願い致します。 

辻本正成君：平井様、本日は宜しくお願いしま 

      す。広川町ではいつもお世話になり 

      有難うございます。 

前  任君：広川町教育委員会 平井様、本日お 

      忙しい中有難うございます。 

下林善信君：2580地区の吉田雅俊ガバナーより 

      バッチが届きました。妻の誕生日に 

      花束を頂き有難うございました。 

吉水志朗君：平井様、本日の卓話宜しくお願いし 

      ます。 

 

●卓話● 

「広川町の歴史まちづくり」 
       広川町教育委員会 平井正展様 

●広川町の位置 

 広川町は、和歌山県中

央、有田郡最南端、和歌山

市 約 30km、大 阪 市 約

100km 

●広川町の他勢 

町域は東西約12km、 

南北6km、 

面積65.33平方キロメートル、白馬山脈、 

天皇山から名南風鼻までつづく丘陵性の山脈 

 

●旧町村地形図 

 広川町は昭和30年に広町、南広村、津木村合併 

産業構造：津木→林業、南広→農業、広→漁業 

歴史的背景：熊野参詣道、下総銚子、五島列島に 

      漁民が進出、 

綿花、みかんなどの商品作物の生産が盛ん→肥料

不足→干鰯（鰯）関西と関東の漁法技術の差 

関東が発展（利根川東遷事業）銚子から江戸まで

の水運が確立 

濱口梧陵（西濱口）ヤマサ醤油、広屋（東濱口）

塩と醤油問屋 

 

●広川町の文化財（国指定文化財） 

広八幡神社→本殿、摂社若宮社本殿、摂社高良社

本 殿、天 神 社 本 殿、拝 殿、楼 門（応 永 20 年

（1413）棟札に造営の記録 

法蔵寺鐘楼→室町時代に建立されたものと推定 

浜口家住宅→木造三階建ての御風楼、明治42年 

     （1909）建築、関東での成功にあわせ 

      て建物を拡張、内部意匠・造作独創 

      性に富んでいる 

短刀→作者は来国光、鎌倉時代中期から南北朝時 

   代の来派の一人 

広村堤防→安政2年から4年かけて築造、長さ600 

    ｍ、高さ5ｍ、中世の畠山の石垣、松、 

    櫨、被災者支援の側面、昭和21年の津波 

 会員数 出席者数 出 席 率 

本日の出席 １７名 ９名 ５２．９４％ 

９／１３ １７名 １５名 ８２．３５％ 



濱口梧陵墓→ヤマサ醤油、社会貢献（稲むらの 

      火、広村堤防、耐久社、医療）、政 

     治家（郵政担当大臣、県議会議長）、 

     平成32年（2020）濱口梧陵生誕200年 

熊野参詣道紀伊路→河瀬王子跡、道標を兼ねた大 

         峠の地蔵、養源寺の源流とな 

         る法華壇、鹿ヶ瀬峠の茶屋 

         跡、山腹の斜面をつづら折れ 

        に続く古道、西国三十三ヵ所の 

        道として利用 

 

●広川町の文化財（県指定文化財） 

広八幡神社舞殿→田楽のための建物、明和2年 

       （1765）建立 

三彩狛犬→南紀男山焼の代表作、作者は光川亭仙 

     馬、南紀男山焼創始者は崎山利兵衛、 

     江戸末期から50年間、紀州最大の御用 

     窯、日用品を多く焼いていた。献上 

     品、優秀な陶工の作品 

耐久社→嘉永5年（1852）年創立、濱口梧陵、耐 

    久社と命名、耐久高校 

鹿ヶ瀬峠→県指定部分 

濱口梧陵碑→勝海舟が揮豪 

広八幡神社の田楽→「しっぱらおどり」、雨乞 

         い、五穀豊穣を祈る田楽 

乙田の獅子舞→区民が出稼ぎ途中に見た獅子舞を 

      奉納舞に、打ち込み舞、中舞、高舞 

 

●広川町の文化財（町指定文化財） 

 

●世界津波の日 

選ばれた理由→世界津波の日、高校生サミット（1 

       回、海外から29カ国300人）濱口 

       梧陵国際賞（平成28年創設）、世 

       界津波博物館会議（平成29年11月 

       5日第1回） 

広川町では→アチェ津波博物館と提携、多言語化 

      を推し進めている（別途資料） 

 

●広川町歴史的風致維持向上計画の認定 

 

●広川町における維持向上すべき歴史的風致 

 

●広川町の重点区域における事業概要 
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●皇太子殿下行啓 平成27年7月27日、天皇皇后

陛行幸啓 平成27年9月26日 

稲むらの火の館訪問→広川町の歴史や文化の素晴 

          らしさ基盤として「稲むら 

         の火」物語が注目されてい 

         る。 

 

●閉会点鐘● 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


