
 
 
 
 
 
 
 

第1378回例会16年11月22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．ビジター紹介 

タグビラランＲＣ ＴＯＭＭＹ ＭＩＴＡ 
４．ゲスト紹介 

ローターアクト  地区代表 上芝洋平様 

               会計 高橋伸年様 

           狗巻嘉美様 

５．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 52 名 出席免除会員 1名 

  出席率 76.47％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

６．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

先週日曜日１１月１４日は

皆さんお忙しい中、第２組Ｉ

Ｍに大変なご協力戴き有難う

ございました。 
宇恵実行委員長はじめ寺下

ＩＭ幹事他、各責任者の方々

のご尽力に感謝しますと共に

そのご努力に敬意を表します。 
デネラルリーダーをつとめ

て頂きました瀬戸新一パストガバナーはじめ、中島治

一郎ガバナーや出席頂きましたパストガバナーの

方々に大変なお褒めの言葉を戴きましたことを改め

てご報告致します。 
また、明日２３日にはガバナーエレクトが招集しま

す次年度会長研修会のお手伝いを戴きます方々には

心よりお礼を申し上げます。 
本年度のテーマ・ロータリーを「祝おう・参加しよ

う・楽しもう」の真意をご理解頂きました事に心より

感謝申し上げます。 
 本日は平尾ガバナーエレクトの卓話及び新入会員

の坂口さんの卓話を予定しておりますので短くいた

します。 
 
７．幹事報告 

○メーキャップ 

和歌山ＲＣ  花畑重靖君   11/9 

８．委員会報告 

○国際奉仕委員会 中尾委員長 
フィリピン視察、多くの参加お願い致しま

○３０周年記念委員会 上南委員長 
１１月２７日午後６時より、部会別委員会

す。 
 
９．ゲスト卓話 
地区ローターアクト代表 上芝洋平様 

１１月２５日より

日程で海外研修が行

今年の訪問先はグア

地区からロータリア

ローターアクター２

加を予定しておりま

 現地ではマリアナ

アクトクラブとの交

めとし、マリアナロータリークラブが主催す

マスの点灯式、またその後の食事会にも招待

ております。 
 有意義な研修旅行となるよう、交流を深め

ます。私達の海外研修に際し、海南東ＲＣの

多大な御支援を頂き本当に有り難うございま

 
１０．会員卓話 
阪口洋一君 

先日新入会員とし

仲間として入れても

口洋一です。 
先日１４日ＩＭでのテ

域の活性化」について

学の小田学長の公演、

の新設と竹中大臣の観

観光事業が今後のキ

と言う事、大変勉強になりました。１０月２

記事「ひと」で金井昭雄さんと言う人が、タ

ール・アルメニアの難民に１９８３年からメ

り続け、２１年間で９万４千本になったそう

人曰く「仕事を通して社会貢献するという企

原点を認識し直しました。」これこそ我々ロ

と共通している所があるように思われます。

印刷会社に勤務しておりましたが、印刷物の
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レジットカードの悪用と偽造、東南アジアの偽造団は

何処のクレジットカードでも作ってしまう高度の技

術を持っているそうです。ＩＣカードもいつか偽造さ

れます。皆様用心してください。 
簡単ではございますが、時間の都合上、このへんで

終わりたいと思います。ありがとうございました。 
 

１１．閉会点鐘 
 
１２．次回例会 
第 1379回例会  平成１６年１１月２９日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
上中嗣郎君  ボジョレヌーボーありがとうござい

ました。 
宇恵弘純君  ＩＭ無事終了しました。ありがとうご

ざいました。 
岩井克次君  ＩＭ成功ありがとうございました。 
岸 友子君  葬儀御礼。 
木地義和君  ＩＭご苦労様です。 
大沢祥宏君  ボジョレヌーボーありがとうござい

ます。 
田村健治君  先日、とあるゴルフコンペで優勝しま

した。 
塚本義信君  ＩＭ無事済みました。皆様のご協力、

感謝致します。 
中西秀文君  先日、ＩＭ欠席しました。皆さんご苦

労様でした。 
新垣 勝君  公衆衛生関係で表彰されました。 
花畑重靖君  昨日１１月２１日海南芸能発表会行

いました。 
       １２月３日 郷土が生んだ芸能公演

会しますのでよろしく。 
深谷政男君  スイスの娘に孫が出来ました。 
山畑弥生君  ＩＭご苦労様です。 
横出 廣君  先々週、欠席しました。享平さんあり

がとうございました。 
吉田昌生君  七五三有間皇子まつりのためＩＭ欠

席して申し訳ありませんでした。 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリー、国連との 

パートナーシップを祝す 
1,000人を越すロータリアン、お客や家族が 11月 6

日にロータリーと国連のパートナーシップを祝する

為にニューヨークに集りました。 
今迄と同じく、ロータリー・国連デーでは多くの祝

賀行事が行われ、両方の機関からの代表者が協力して

いる行事の価値や協力の現状を報告しました。 

グレン エステス Jr.RI 会長が１５分間の演説の

中で、国連の誕生を含む過去 100 年の成果を祝うと同

時に、全ロータリアンとその友人が新世紀の奉仕に専

念するよう、呼び掛けました。”100 年間も続く組織

は殆ど在りません。ロータリーが、この重要な里程標

に達したのは、世界が、「奉仕、親睦、世界理解、平

和」を提供しているロータリーを非常に必要としてい

る事を示すものです。然し、ロータリーの 100 周年に

加えて、2005 年は４９名のロータリアンが代表団に

参画した国連創立会議の 60 周年に当ります。創立総

会後の 60 年間にロータリアンは国連、及び其の多く

の関連機関と飢餓軽減、綺麗な水の供給、病気との闘

い等の面で緊密に協同・連携しました。勿論、国連機

関と緊密な連携して世界中からポリオを一掃するの

に協力しました。RI 会長は更に、ロータリーと其の

ポリオ撲滅協力者は、世界がポリオの無い事を証明さ

れるまで、防疫と検査活動を協力して続けます、と述

べました。シャシー サールーア（Shashi Tharoor）

国連事務次長が国連本部への来訪を歓迎し、ロータリ

ーの一世紀に渉り全世界での人道的活動への支援に

敬意を表しました。一日の殆どが、保健、識字、ポリ

オ撲滅、国際問題研究のためのロータリー センター

の部門別パネル討論に宛られ、米国、バークレー、カ

リフォルニア大学のエリザベス エイブソン

（Elizabeth Abeson）さんと、日本、東京の国際基

督教大学のベイン ズーダイン（Beyne Zewdine）さ

ん、及びオーストラリアのクイーンスランド大学、ロ

ータリーセンター理事のマリアンヌ ハンソン

（Marianne Hanson）博士が討議に参加しました」 

更に、カール ウイルヘルム ステンハンマーRI 会

長エレクトとカルロ ラヴィツァ ロータリー 財

団管理委員長が他のロータリーの指導者達と一緒に

出席しました。 

 

フロリダ、プロジェクト展示会に 
7カ国が参加 
米国、フロリダ州、フォート ラウダーデールで

10月 30‐31日に開催された南米プロジェクト 展示

会にはアルゼンチン、チリ、コロンビア、パラグアイ、

ペルー、ウルグアイ、ベネズエラからの出展が注目さ

れ、１０を越す地区から DG を含む役員が出席しまし

た。展示会のブースには、協同活動に興味のあるクラ

ブや地区の代表者への説明用に、総数５８７件のプロ

ジェクト紹介のパンフレット、CD-ROM やカタログが

並べられました。更に、財政や技術支援をロータリー

の本部から得る為にと、RI とロータリー財団の職員

が説明会を 2度開きました。これと同時に、例えば栄

養関係では、機械の牛で大豆を栄養価を有するミルク

に変えたり、南米のローターリー地区が行っている血

液銀行の創立のような、ロータリーが他の団体と協力

している事業の説明も行われました。 

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 


