
 
 
 
 
 
 
 

第 1366 回例会 16 年 8 月 2 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    19:00～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「奉仕の理想」 

３．出席報告  

会員総数 71 名 出席者数 51 名 出席免除会員 2名 

   出席率 73．91％ 前回修正出席率 87．76％ 

 

４．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

 台風１０号は大変、変わっ

た進路をとり、また進行が非

常に遅く、やきもき致しまし

たが被害も少なく良かった

と思っております。台風とは

と言うことで少し調べます

と。熱帯の海上で発生する低

気圧を「熱帯低気圧」と呼び、

このうち北西太平洋で発達

して中心付近の最大風速がおよそ 17m/s（風力８）以
上になったものを「台風」と呼びます。台風は上空の

風に流されて動き，また地球の自転の影響で北へ向か

う性質を持っています。そのため，通常東風が吹いて

いる低緯度では台風は西へ流されながら次第に北上

し，上空で強い西風（偏西風）が吹いている中・高緯

度に来ると台風は速い速度で北東へ進みます。台風は

暖かい海面から供給された水蒸気が凝結して雲粒に

なるときに放出される熱をエネルギーとして発達し

ます。平均的な台風の持つエネルギーは広島，長崎に

落とされた原子爆弾の 10 万個分に相当する巨大なも
のといわれています。しかし，移動する際に海面や地

上との摩擦により絶えずエネルギーを失っており，仮

にエネルギーの供給がなくなれば２～３日で消滅し

てしまいます。また，日本付近に接近すると上空に寒

気が流れ込むようになり，次第に台風本来の性質を失

って「温帯低気圧」に変わります。あるいは，熱エネ

ルギーの供給が少なくなり衰えて「熱帯低気圧」に変

わることもあります。上陸した台風が急速に衰えるの

は水蒸気の供給が絶たれ，さらに陸地の摩擦によりエ

ネルギーが失われるからです。 
 今月は会員増強と拡大の月間となっております、我

がクラブは幸いにも現在７１名を擁し２６４０地区

内でも大変活発なクラブでありますが常に新しい人

材が入ることによって活性化し、これを怠ると衰退の

方向に向かいます、良き伝統を守り成長させていくに

は皆様のご理解と共に増強に絶大なご協力お願い致

します。 

 

５．幹事報告 

○メーキャップ 
和歌山 RC 花畑重靖 君 ７／２７ 
和歌山東 RC 中村雅行 君 ７／２９ 

○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦 RC ８月５日（木）→８月８日（日） 

１８：３０～ サンかつうら 
（新入会員歓迎会、納涼家族懇親会） 

和歌山西 RC ８月２５日（水）→８月２５日（水） 
１８：００～ グランヴァン 

和歌山南 RC ８月２７日（金）→８月２７日（金） 
１８：３０～  

ウエルサンピア和歌山 
○休会のお知らせ 
那智勝浦 RC ８月１２日（木） 
和歌山東 RC ８月１２日（木） 
高野山 RC ８月１３日（金） 
和歌山南 RC ８月１３日（金） 
和歌山北 RC ８月１６日（月） 
打田 RC ８月１９日（木） 

○レート変更のお知らせ 
８／１より １＄＝１０８円 
 

６．2003-04年 100%出席（通算）[敬称略] 
２９年  前窪紀文  宮田敬之佑 中尾公彦  岡田雅晶 
２８年 中村雅行  楠部賢計  奥村匡敏  上南雅延 
２７年 西川富雄 
２６年  平尾寧章  
２５年 林孝次郎  山野 明  大澤祥宏 
２４年  倉橋利幸 
２３年  角谷勝司 
２０年  小嵐俊和  新垣 勝   田村能孝 
    谷口誠也  上中嗣郎   島村佳郎  
１７年  宇恵弘純 
１５年 深谷政男  花畑重靖   木地義和  山東剛一  
       山本敬作 
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１４年  田中丈士  名手広之 
１３年  土井元司  岩井克次 
１２年  小椋孝一  宮田貞三  谷脇良樹 大川幹二 

  中村文雄    
１０年  中尾享平  土岐啓次郎 
 ９年  塚本義信  桑添 剛 
  ７年  吉田昌生 
 ６年  花田宗弘  塩崎博司 
５年 瀬藤友子 
３年 山畑弥生 

  ２年 寺下 卓  上野山雅也 
                             
７．次回例会  

平成 16 年８月２日（月）19：00～ 

海南商工会議所 ４F 

８．閉会点鐘 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
８月お祝い 

○会員誕生日   

 ５日 上野山雅也君  ２１日 吉川博之君 

１１日 宮田貞三君   ２２日 吉野 稔君 

１２日 前窪紀文君   ２３日 上中嗣郎君 

１７日 向井久佳君   ３１日 口井健司君 

○奥様誕生日 

 ９日 桑添養子様   ２７日 中村友紀様 

２０日 前田夏乃様 

○一般ニコニコ 
田村能孝君  委員長会議参加費用多額頂きました。 
吉野 稔君  久しぶりに出て来ました。 
岩井克次君  クラブから息子の結婚のお祝いを頂

きました。ありがとうございました。 
花田宗弘君  ヨットで沖縄まで行って来ました。行

きは１３日、帰りは２時間（ジェット

で）でした。 
岸 友子君  １ヶ月ぶりにＳＡＡやらせていただ

きました。 
上中嗣郎君  みんなでご苦労様です。 
吉田昌宏君  ８月１０日より「紀伊山地の霊場と参

詣道」世界遺産登録記念の祈りの道の

宝物展があります。 
小嵐俊和君  息子が毎日 TV のちちんぷいぷいで、

アランチャのケーキの取材に出まし

た。 
岡田雅晶君  先週、娘と甲子園に野球を見に行き

「六甲おろし」を歌って来ました。 
 

Ｒ Ｉ 会長のメッセージ 
新しい仲間を迎え入れる 
 
ＲＩ会長  

グレン E エステスシニア 
奉仕の新世紀に入るに当たり、ロータ

リアンであるということにどんな意味

があるかについて、思いを巡らせてみたいと思います。

私たちはそれぞれが社会への貢献だとか、ロータリー財

団が行う人道的、教育的活動の支援、援助を必要とする

特定の個人や団体に手を差し伸べるためなど、いろいろ

な理由でロータリークラブに入っています。私にとって、

ロータリーとは、真心で奉仕することを意味します。 
100年間生き延びた組織 

100年間という試金石にかなった組織はほとんどあり
ません。人道的在取り組みへの情熱と意欲がロータリー

を他の組織とは異なったものにしたので、生き残ること

ができたのだと信じています。しばしばロータリアンた

ちは、時間的な面でも財政的な貢献においても大きな自

己犠牲を払って、人々を助けます。これら無欲の奉仕活

動がロータリアンであることの定義づけでもあるので

す。私たちの 100周年は、ロータリーを人々に認識して
もらい、新しい会員を迎え入れる理想的なときでもあり

ます、8月は会員増強および拡大月間であり、友人や仕
事仲間をロータリーに紹介するのにいい機会です。ロー

タリークラブの会員として得られる利益を考えてみて

ください。ある意味で、あなたは家族としてーロータリ

ー家族として受け入れられているのです。多くの友達を

つくり、事実上、世界各地とのつながりをもちます。 
あなたをロータリーに招いたのは? 
  今月の『The Rotarian』(『ロータリーの友』)は、長
期在籍会員が新しいプロジェクトや取り組みを引き受

けるのと同じように、ロータリーの新入会員の教育に捧

げられます。 
 2005年 6月の 100周年の年度の終わりまでには、会
員数 150 万人にまで引き上げるという目標に到達でき
るような実質的成長をもたらす、私たちの会員増強計画

開発プログラムの促進を願っています。それを成し遂げ

るため、私はそれぞれのクラブが実質で 3パーセントの
会員増強(1 クラブ当たり最低 2 人の純増を含む)と一つ
の新クラブの設立を推奨します。それとともに、私たち

は、会員の退会防止にも注意を払わなければなりません。

世界のある地域では入会後 3年以内に、その約半数を失
っています。ブラジルや日本、メキシコ、それにアメリ

カ合衆国では、さまざまな経済問題や社会状況によって

会員の総数が低下しています。クラブや地区のロータリ

ー家族委員会は、親睦活動や奉仕プロジェクトに携わる

会員とともにクラブ会員をつなぎとめる努力の鍵とな

ります。私は、ロータリーにおける多様性の促進もまた

重要であると信じています。私は、会員の皆さんに適性

のある女性や若い人々、さまざまな人種や宗教的背景を

もつ地域社会の人々を迎え入れることを推奨します、こ

れらのグループは、いつでも入会できる状態にある会員

候補者の貯蔵庫であり、私たちの組織に、新しいエネル

ギーを注入することになるでしよう。 
 今日、ちょっと時間をとって誰があなたをロータリー

クラブに招いたかを思い出してみてください。他の人々

とともに奉仕活動の贈り物を分かち合うことで、ロータ

リーを祝おうでほありませんか。ロータリー精神の普及

によって、私たちの奉仕の第 2世紀にもきっと偉業を成
し遂げることができるでしょう。 

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


