
 
 
 
 
 
 
 

第 1365 回例会 16 年 7月 26 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介    瀬戸新一パストガバナー 
   上芝洋平 (海南・海南東ローターアクト) 

４．ビジター紹介   有田南 RC  坂井敏雄様 
５．出席報告  

会員総数 71 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

   出席率 72．46％ 前回修正出席率 81．16％ 

 

６．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

 みなさん、今日は。

ゲストの瀬戸新一様

（パストガバナー）、上

芝洋平様 (海南・海南

東ローターアクト)、ビ

ジターの坂井敏雄様

（有田南 RC）ご出席あ
りがとうございます。

また、７月２４日青少

年交換、７月２５日ク

ラブ奉仕の各地区委員会に林孝次郎君、田村能孝君が

出席してくれました。ご苦労様です。 
 大変厳しい暑さでございます。今朝のテレビ報道に

よりますと 7 月に入っての最高気温の平均が東京で
昨年より 7、5度高いということです。 先週はお休み
でしたが、先々週から新潟・続いて福井地方そして一

昨日は富山では大変な豪雨に見舞われ甚大な被害が

出ているようです。お見舞いを申し上げたいと思いま

す。 
 本日は、瀬戸新一パストガバナーをお招きしており

ます。IMのご指導のためお忙しいところご足労頂き
ました。感謝申し上げます。後程お話し頂きたいと思

います。 
本日は、100％の表彰となっております。我がクラ
ブ 30周年を迎え長年 100％出席の先輩諸兄姉に敬意
を表します。 
 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山中 RC    ８月６日(金)→ ８月７日(土) 

19:00～ ウエステンホテル淡路 
岩出 RC    ８月 19日(木)→ ８月 21日(土) 

  15:30～ サントリー京都工場 
○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ    ８月 10 日(火) 

田辺東ＲＣ    ８月 11 日(水) 

和歌山西ＲＣ   ８月 11 日(水) 

岩出ＲＣ      ８月 12 日(木) 

海南西ＲＣ    ８月 12 日(木) 

和歌山中ＲＣ   ８月 13 日(金) 

和歌山ＲＣ    ８月 17 日(火) 

 

８．ガバナーエレクト報告  
楠部賢計君（代表幹事エレクト） 

・平尾さんがガバナー

エレクトを引き受けた

経緯     地区推

薦委員会が最初１組か

ら選出を考えていたが

候補者がなく、次に２

組からということにな

り、以前からも再々候

補に挙がっていた当海

南東ＲＣからというこ

とになり、会員数 70人以上・今年 30周年を迎え
るクラブであるということを考えるとガバナー選

出依頼を断ることは非常にエネルギーのいること

である。会長経験者会議で検討した結果、同じエ

ネルギーがいることなら受けてみようということ

になり、平尾さんが引き受けてくれました。そし

て平尾さんの指名で私が代表幹事を引き受けるこ

ととなりました。しかし、クラブをあげてのご支

援なしではとてもやっていけませんので皆さんの

ご協力よろしくお願いします。 
・地区大会当 
クラブがガバナーを選出するということは大変名

誉なことで、今後 50周年に向けてますます発展し
ていくためにも、再結束し、けじめを付ける必要

があり、また、地域の発展のためにも、地区大会
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は地元をあげてやるべきである。 
・組織図完成 
名前のあがっている方も、あがっていない方も全員

で協力して、盛り立ててください。よろしくお願

いします。  
 
８．ゲスト卓話 

瀬戸新一様（パストガバナー） 

 1．1905年 2月 23日の
夕、ホール・ハリスら四人

が集って、ロータリーは百

周年を迎えます。今この地

球上の 166 の国及び地域
に広がり、クラブ数 31，
561、会員総数 1，227，545
人（2003年 12月末）に達

しました。それが二回目の減少期にあります。 
2．1905年 3月 10日奉天大会戦と 4月 27日の日本

海海戦の勝利で日露戦争が終結いたしました。司

馬遼太郎の「坂の上の雲」によると、その時が日

本民族の意識がいちばん高揚したときであり、そ

れから国勢は凋落の一途で敗戦を迎えた。司馬遼

太郎は内外縦横の資料を駆使して、＜明治史＞を

書いています。 
3．先日、御坊ロータリー50周年のことでロスへ三泊
四日の旅行をしました。たまたま滞在中現地駐在

の商社銀行の支店長の定例懇談会があるというの

で出席させていただきました。その中である銀行

の支店長さんの話で、「中国韓国日本の留学生が何

万人もきているが、中国韓国の学生は目的意識が

はっきりしている。従って一心不乱に勉強して、

10 年 20 年後にはここまでゆくという目標まで決
めている。ところが日本人は目的意識がはっきり

しないのが多く、遊んでいるのが目立ちます。私

はこれを聞いて今の初等教育の状況というより、

多発する教育界の不祥事に暗然といたしました。 
4．和田勇氏の「日系引退者ホーム」建設の意図 

 
９．次回例会  

平成 16 年８月２日（月）19：00～ 

海南商工会議所 ４F 

 

10．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

瀬戸 新一様 お招きありがとうございます。 

坂井 敏雄君 久しぶりにメーキャップしました。 

林 孝次郎君 子供夫婦６人、孫６人、私たち夫婦

２人と父合計 15 人で昨日バーベキ

ューしました。 

新垣  勝君 毎日暑いです。 

山野  明君 長い間欠席して申し訳ありません

でした。 

辻  秀輝君 ダイビングの入門ライセンスであ

るオープン・ウォーターライセンス

を取得しました。花田君、またもぐ

りに連れてください。 

上中 嗣郎君 瀬戸新一パストガバナー様ありが

とうございます。先日、宇恵さん、

田村さんと参加したゴルフコンペ

優勝しました。田中前会長にごちそ

うになりました。 

宇恵 弘純君 瀬戸新一様。ＩＭ委員会のご指導よ

ろしくお願いします。 

平尾 寧章君 瀬戸新一パストガバナー様、暑いと

ころごくろうさまです。 

塚本 義信君 瀬戸新一パストガバナー様ようこ

そお越し下さいました。ありがとう

ございます。 

岩井 克次君 瀬戸パストガバナー様、今日はあり

がとうございます。 

横出  廣君       〃 

 

 

 

 

 

国際エイズ会議でロータリーの取り組みを発表 
7 月 11～16 日、第 15 回国際エイズ会議が、タイの

首都バンコクで開催されました。その席上、ロータリ

ーが 10 年以上続けているＨＩＶ／エイズに関する取

り組みについての発表がありました。例えば、アフリ

カで、エイズにより親を失った、または失う危険のあ

る子どもたちを支援するネットワークを設立した取

り組みや、アジアで、エイズ患者またはＨＩＶ感染者

のケアをするために、ロータリーとプロバスクラブを

通して、アジアのお年寄りを紹介するプログラムなど、

少なくとも 4人以上の出席者が、これまでロータリー

がかかわってきたプロジェクトについて触れました。

また、国連アジア太平洋経済社会委員会（ＥＳＣＡＰ）

への国際ロータリーの代表者であるプラファン・フタ

シン氏は、エイズ予防に関するロータリーの活動をは

じめ、ロータリーの各クラブや地区が草の根レベルで

行っているエイズ関連プロジェクトの報告書を配布

し、パートナーとなってくれるよう訴えました。 

 
2005 年パリマラソンに参加しませんか 
ロータリー100 周年の年、パリマラソンは、2005
年 4月に開催される予定です。私たちの地区では、す
でに多くのロータリアンがパリマラソンで走ってい

ます。そして、パリマラソンに参加する目的で、トレ

ーニングを重ねている人たちもいます。それ以外の人

でも、この記念すべき大会を機に、マラソンに挑戦し

てみてはいかがでしょうか？ 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文  深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一


