
 
 
 
 
 
 
 

第1379回例会16年11月29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 「手に手つないで」 
３．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 47 名 出席免除会員 1名 

  出席率 69.12％ 前回修正出席率 86.76％ 

 

４．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

１１月も終わりにちかずき

北の地方では寒気が迫り冬支

度に追われる時期となったよ

うです。 
先週の２３日には休日にも

かかわらず、ガバナーエレク

トの行事・次年度クラブ会長

勉強会にご協力頂き有難うご

ざいました、又会長エレクト

塩崎さんご苦労様でした。 
さて、韓流ブームとかで韓国のスター ぺ・ヨンジ

ュンさんが来日し、相当大きな騒ぎだったようです、

隣国韓国への国民感情は以前に相違して大変良い方

向に行っているようです。我がクラブ先輩たちが交流

に努力した事も一助に成っているのではないかと思

います。本日は、本年度２大行事の１つ、３０周年の

記念事業計画の報告戴くと共に委員会別打ち合わせ

を行う予定です宜しくお願い致します。 
 
５．幹事報告 

○例会臨時変更 

和歌山中ＲＣ 12月 17日（金）→12月 17日（金） 
18:30～ アバローム紀の国 

クリスマス家族会 
和歌山ＲＣ 12月 21日（火）→12月 21日（火） 

17:30～ ホテルグランヴィア和歌山 
年末家族会 

和歌山東南ＲＣ 12月 22日（水）→12月 24日（金） 
18:30～ ホテルグランヴィア和歌山 

クリスマス家族例会 
海南ＲＣ 12月 29日（水）→12月 25日（土） 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 

○休会のお知らせ 
 和歌山ＲＣ  12月 28日（火） 1月
 和歌山東南ＲＣ 12月 29日（水） 1月
 和歌山中ＲＣ  12月 31日（金） 1月
○レート変更のお知らせ 
 12月 1日より 
 １＄＝１０４円 
 

６．委員会報告 

○３０周年記念委員会       上南雅延委
平成 17 年１月８日創立 30

周年記念例会式典がスムーズ

に進行する様皆様宜しくお願

い致します。 
奥様はもちろん木村良樹和

歌山県知事を始め２０名近く

の来賓を招待しておりますか

ら各部会の方々宜しくお願い

致します。 
 
７．閉会点鐘 

 

８．次回例会 
第 1380回例会 
・平成１６年１２月６（月） 

16：30～ 海南商工会議所４
 

2005 年国際ロータリー 第 96 回年
2005 年 6 月 18 日～22 日  

米国イリノイ州、シカゴ  

100周年記念年次大
発祥の地でロータリーを祝お

 

「ロータリーのような運動が始ま

ては、この20世紀の初めほどよい

得なかったでしょうし、それを育

しては力強く、しかも積極的なこ

ちたシカゴほど適した町はほかに

うと思います」 

ポー

 

RI District 2640 Japan 
2004-2005年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
「ロータリーを祝おう」 

RI 会長 グレン E. エステス Sr. 
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＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
上芝良造君  先日食事の後タバコを吸っていて代

わりに西川さんありがとうございま

した。 
平尾寧章君  １１月２３日、２６４０地区会長エレ

クト勉強会皆様ありがとうございま

した。 
林 孝次郎君 宴会司会させて頂きました。 
上南雅延君  １０年ぶりに前で食事しました。 
上中嗣郎君  表彰三つ頂きました。 
岩井克次君  本日夜、還暦の祝宴を身内にして頂き

ます。 
大川幹二君  食品衛生模範施設知事表彰を受賞。 
楠部賢計君  去１１月２３日、地区会長エレクト勉

強会無事終了しました。その節は副代

表幹事並に幹事補佐の方々にはご苦

労をおかけしまして有り難うござい

ました。 
 
 
 
 
 

 

 

ロータリー100 周年を祝って 

2005 年パリマラソンに参加しませんか 

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。毎年、3万人以上の走者が

出場するこのスポーツイベントは、国内外のメディア

によって広く中継放送されています。 

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？

私たちのプロジェクトでは、ロータリーの名のもと

に、フランスまたは近隣諸国から少なくとも 500 人の

ロータリアンを集め、それらのロータリアンたちが、

100 周年記念のＴシャツを着て、2005 年 4 月のパリマ

ラソンに出場することを目指しています。 

ロータリアンたちがチームで走ることにより、若々

しく、活力あふれ、かつ友好的なロータリーのイメー

ジをかもし出し、100 周年のコミュニケーション・キ

ャンペーンに寄与することでしょう。組織の詳細は、

追って決定されますが、興味をお持ちのロータリアン

の名前やその他の情報は、直ちに登録を開始します。

ご連絡ください。メールは、フランス語か英語でお願

いします。 

第 1700 地区ガバナーエレクト 

ジャン・クロード・ブロカート 

Jean-Claude Brocart(トゥールースオヴァリーRC)

1 回会長主催祝賀会議が韓国で開催 
今年度の第 1回国際ロータリー（ＲＩ）会長主催祝
賀会議が、今月 15日、韓国・大邱（テグ）で、2,500
人を超えるロータリアンの出席のもと開催されまし

た。この会議では、地域社会で、また世界で人道的活

動に取り組んでいる4万9,000人の韓国ロータリアン
の貢献をたたえることを目的として、本会議と合わせ

て各地域の顕著な奉仕活動についてのパネルディス

カッションが開かれました。 
グレン・エステスＲＩ会長は、基調講演で、ロータ

リー財団への寛大かつ不断の支援に対し、韓国ロータ

リアンに感謝の意を表し、彼らのロータリアン一人当

たりの寄付額が最高水準であることに対し、世界で数

百万人の生活を改善していると述べました。本会議で

は、米貨 130 万ドルという総寄付額を発表。大口寄
付者が表彰されました。また、エステス会長は、世界

の各地を訪れると、ポリオ撲滅推進活動のように、財

団の支援を受けたすばらしい活動を直接見ることが

できますが、最も大切なのは、ロータリアンがそれぞ

れの地域社会で行っている奉仕であると話しました。

なお、今年度第 6 回ＲＩ会長主催祝賀会議は、2005
年 4月 30日に、東京で開催されます。登録締め切り
は 12 月 10 日ですので、登録されていない方はお早
めにお申し込みください。 

 

財団、始まって以来最大の寄付を受ける 
１０月にアメリカ、メリーランド州、ケンブリッジ

で開催されたロータリー ゾーン３１、３２研究会で、

ロータリアン ポール G.エルダー（Paul G. Elder）

の遺産、米貨２００万弗の小切手を、エルダー家に代

って、ルイス ピコニ前 RI 副会長が、ロータリー財

団管理委員会の李委員とハンセン基金開発部長に渡

しました。この小切手はエルダー前 DG の遺産の最後

の部分で、これで総額が７５０万弗を越すことになり、

財団が今迄に受取った最大の寄付です。エルダー氏の

遺産は、国際親善奨学金、国際問題研究のためのロー

タリー センター、人道的補助金計画、子供の為の恒

久的基金、ポリオプラス等を含む、其の他に、夫妻の

名前を冠した基金が設立されました。エルダー氏はア

メリカ、ペンシルベニア州、タートル クリーク RC

に 1947 に入会、1956‐57年度に D7300 の DGを勤め、

夫妻はロータリーに賛同し、生涯を通じて、財団を熱

心に支援しました。夫妻は D7300 を訪ねた多くの学生

や GSE のチームの面倒を見、皆が母国へ帰った後も長

期に渉り連絡を取り続けました。1984 年にエルダー

夫人が亡くなった後も、エルダー氏は地域社会や国外

とロータリーを通じて交流、強化を続けました。エル

ダー氏は１９９９年に死去しましたが、生前口癖のよ

うに”私の金を使うのには、誰よりもロータリー財団

がより良い事が出来る”と親しい友人に語っており

ました。財団のハンセン部長は”お二人の存命中、夫

妻はロータリーの国際的な家族に繋がってをり、お二

人の好意は世界中の子供達、学者や家族達の生命を強

めるのに役立ちます”と語りました。 

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 


