
 
 
 
 
 
 
 

第 1393 回例会 17 年 3月 28 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．国歌斉唱      「君が代」 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

昨日、大相撲大阪場所

が千秋楽を迎えまして

横綱「朝青龍」が、ぬき

んでた強さで優勝しま

した。「大阪の皆さん、

おおきに」というコメン

トが印象的でした。 

先週、金曜日には愛知

県で「愛地球博」という

名で万博が開催されま

した。１８５日間の予定

です。この会場に国際ロータリー第 2760 地区 2005
国際博委員会が出展するロータリー館というのがあ

るようです。 
ロータリークラブが使用しない時間に「愛・地球博」

会場における来場者のコミュニケーションや想い出

づくりの場を提供するため、有料で「ロータリーホー

ル」の貸し出しを行っているとのことです。 
万博といえば 1970年 3月に大阪万国博が開催され

たことを思い出します。人の渦を見に行った感じとい

う記憶がありますが、そのときは 6,421万 8,770人も
の人々が訪れた過去最大の国際博覧会だったようで、

この記録は未だに破られていいないそうです。 
この度の万博はテロ対策などで入場に相当手間取

るようです。 
２１日の祭日の振り替え休日には、平尾ガバナー年

度のクラブ会長研修会（ＰＥＴ）が和歌山市の「ビイ

ッグ愛」で開催されました地区役員・地区幹事予定者

の方々には大変ご苦労さまでした。 
 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

有田 2000ＲＣ  4月 6日（水）→4月 1
7：00～    
（親睦家族同伴

海南西ＲＣ  4月 7日（木）→4月 7
18：30～    

（藤白

那智勝浦ＲＣ  4月 7日（木）→4月 7
12：30～ ホテル

粉河ＲＣ  4月 13日（水）→4月 1
青洲の里（那賀町

   4月 27日（水）→4月 2
粉河町商工会

打田ＲＣ  4月 14日（木）→4月 1
8：00～（打田町民

   4月 21日（木）→4月 1
新宮市民会館（地区

橋本紀ノ川ＲＣ 4月 19日（火）→4月 1
新宮市民会館（地区

岩出ＲＣ  4月 21日（木）→4月 2
早

和歌山南ＲＣ  4月 22日（金）→4月 2
19：00～ ウェルサンピ

（創立 44周年記念
○休会のお知らせ 
 岩出ＲＣ     4月 7日（木） 
（4月 2日（土）～３日（日）の愛知万博例会
 
７．委員会報告 
○ＧＳＥ委員会 花田宗弘様 
 ＧＳＥのメンバーが、３月２４日にブラジ

名来日しました。海南地区担当が４月６、７

３日間です。４月６日は黒江の町を見学し、

沢牧場でパーティを予定しています。８日は

の予定です。又、今回ホームステイを林さん

ん、上芝さんにお願いしていますのでよろし

します。 
○社会奉仕委員会 上野山雅也委員長 
 例会終了後、海南たんぽぽの会の件で打ち

しますので、委員の皆様よろしくお願いしま
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 ３月２１日（祝）の会長エレクト研修会では、皆様

にお世話になりありがとうございました。１月の会長

エレクト勉強会、３月１２日の地区チーム研修セミナ

ー、３月２１日の会長エレクト研修セミナー（ＰＥＴ

Ｓ）の私として大きな地区の会が終わりました。 
 この２ヶ月間は（土）（日）全部ロータリーであり

ました。その中に９日間のアナハイムでの国際協議会

に出席もあり、ちょっと疲れてこの 1週間よく眠りま
した。国際協議会は、例年は２月初めですが、今年は

ポールハリスの誕生日の２月２３日にあわせて２月

下旬でした。帰宅後税金の申告や、患者さんが多くよ

く働きました。今年はインフルエンザが遅く始まった

ためでありましょう。今年のＲＩテーマは Service 
Above Self となり、ロータリーの基本にかえり１
０１年目を迎えましょうということだと考えます。 
 地区協議会（５月８日）には、皆様の御協力をよろ

しくお願い致します。 
 
８．会員卓話      楠部賢計 地区代表幹事 
ＰＥＴＳ皆様の御協力ありがとうございました。 
５月８日にあります地区協議会は、地区大会に次ぐ

大会で、約６５０人ぐらいの参加人数を予定していま

す。当日は、クラブをあげて実施したいと思っていま

すので、会員全員参加でお願い致します。 
地区協議会への御協力よろしくお願いします。 

 
９．閉会点鐘 

 

10．次回例会 
第 1394回例会 平成１７年４月４日（月） 

1８：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
上中嗣郎君  皆さん御協力よろしくお願いします。 
平尾寧章君  先日のＰＥＴＳ無事終了致しました。

皆様の御協力どうもありがとうござ

いました。 
岩井克次君  財団への寄附よろしくお願いします。 
塩崎博司君  ＰＥＴＳ無事終了致しました。どうも

ありがとうございました。 
柳生享男君  お祝いありがとうございました。 
新垣 勝君  深谷さんファミリーにお世話になり

ました。 
岸 友子君  結婚２５周年で夫婦仲良く２人四国

旅行へ行って来ました。 
山畑弥生君  上中さんありがとうございました。 
中西秀文君  土曜日横出さんにお世話になりまし

た。 
 
 
 
 
 

ヨハネスブルグで、アフリカでのロータ

リーの貢献を祝す 
ロータリーの百年に渉る奉仕を祝う為に、アフリカ

全土の財界、其の他から６００余名が、3 月 11‐13

日に南アフリカ金融の首都、ヨハネスブルグに集りま

した。グレン エステスＲＩ会長は、３月１２日にヨ

ハネスブルグＲＣがホストした夕食会で次のように

挨拶しました。”アフリカで最初にロータリークラブ

が結成されたヨハネスブルグに来られた事を嬉しく

思います。ロータリーの創立１００周年を祝し、ここ

に多くの人が集ったのは素晴らしい事です。家から遠

くに在る時に、いつも私が感ずるのはロータリーの温

かい心です”。ＲＩ会長は、自分や他の招待客が受け

た好意には、有名な前例がありますと述べ、ポール 

ハリスが、今より小さいが急速に発展途中のヨハネス

ブルグを１９３４年に訪れた時にヨハネスブルグロ

ータリークラブの会員から受けた温かい感情と親切

や協力の精神に感激した事を、紹介しました。”とこ

ろで、南アフリカは今、再び新生国家です。私は南ア

フリカのロータリアンが、協調の精神と奉仕への決意

が今迄に無く強いのを喜ぶと同時に、どのロータリア

ンもが持っている、偉大な力で夫々の新しい挑戦に応

えた事です。其れは、援助したいと言う前向きの精神

と、援助を効果的にする為に、地域が何を必要として

いるかの知識によるものです。”とエステス会長が述

べました。夕食会の基調講演には、あの有名な人権活

動家で南アフリカの老政治家、デズモンド ツツ

（Desmond Tutu)師と、南アフリカ財界の指導的な立

場にある、ステイーヴ ブーイセン（Ｓｔｅｖｅ Ｂ

ｏｏｙｓｅｎ）氏も居りました。”ロータリーが述べ

ているようなボランテイア主義の効用を説明する組

織は少ないです。アフリカで南アフリカの社会発展に

ロータリーが重要な役割を果たしている事に、感謝と

敬意を表します。私達がロータリーに関与する事で、

新しい個人的な公共奉仕の波が起きるのを望みます。

南アフリカ国内、ひいては残りの全アフリカの現在の

状況が、開発の窓口を通じ、ボランテイア主義により、

個人の公共奉仕への新しい波が起るのを期待しま

す”とブーイセン氏が挨拶しました。更に、ブーイセ

ン氏は、現在、ロータリーが世界を変えている事と、

自己犠牲のボランティア精神続ける事を考えるよう

にと、南アフリカの人達に呼び掛けました。カリスマ

的なツツ師はロータリーを称えて公共奉仕への奨め

を強烈な調子で述べ、”極めて顕著な成功を成し遂げ

た事を祝福します。特にアフリカ大陸での成果を祝し、

神はロータリーの偉大なプロジェクトを見守ってお

り、上映されたビデオに示されたように、ポリオ撲滅

のように人々の生命を長くする、素晴らしい仕事をし

ております”と賞賛しました。ツツ師はエステスＲＩ

会長が平和達成者であり、実例を示した、ボランテイ

アとして呈上した小彫像に謝意を表しました。師はロ

ータリーからの贈物には特別な意味がありますと述

べました。実は、師はポリオの生存者だからです。 
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