
 
 
 
 
 
 
 

第 1400 回例会 17 年 5月 23 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 

ガバナー補佐（有田南 RC）田中良典様 
４．ビジター紹介     海南西 RC 竹腰 勉様 
５．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 42 名 出席免除会員 1名 

  出席率 61.76％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

６．会長スピーチ        会長 上中嗣郎 

私の会長としての任

期もあと少しとなりま

した、改めて「ロータ

リークラブ」について、

ロータリーとは何かと

問われたとき、これを

簡潔に答えることは非

常に難しいことです

が、少なくともロータ

リアンであることを自

負するならば、世の中沢山存在する奉仕クラブとの本

質的な違いが、一人一業種で選ばれた職業人の団体で

あり、職業を通じて各々の会員が奉仕をする。いわゆ

る職業奉仕を主な目的にしているクラブであること

を最初に理解しておく必要があると思います。 

 ロータリーがどんな奉仕活動をしているのか思い

起こしてみてください。ロータリー財団に寄付をし

て、それによって沢山の留学生に勉強するチャンスを

与えていますし、単に勉強するチャンスを与えるだけ

ではなく、世界親睦、国際親善という機能も合わせ持

っています。しかし、そういった活動はロータリーだ

けが行っている独特な活動ではなく、姉妹都市協会と

か、国際交流協会などのいろいろな団体が、国際親善

の活動や、留学生を送り出したり受け入れたりする活

動をしており、この活動がロータリー独特の奉仕活動

と言いきることはできません。また、いわゆる発展途

上国に対する人道的な援助もロータリーが力を入れ

ている活動の一つではありますが、これを行っている

団体は他にも沢山あり、ＮＧＯやＮＰＯなど、その目

的のために設立されている団体すらあって、

の活動もロータリーの特徴とは言えません。

に対する奉仕活動も同じことが言え、沢山の

くの活動を展開しており、むしろロータリー

いることなど、ささやかなことに過ぎません

えていったときに、ロータリーが他の団体と

違う点は何なのか、ロータリーの主な使命

か、ロータリーは何をすべきなのかという疑

び上がってきます。ロータリアンは果てしな

い続ける夢追い人であり、クラブ例会はその

ようにして実現させるかを語り合う場所で

す。ある人は戦争のない平和な世界を夢み、

飢餓と疾病のない健康な世界を夢みます。青

やかに育つことや、老後の平穏な生活を夢み

るに違いありません。それらの多くの夢をか

めには、まず我々、個人個人の職業生活が安

のであることが前提となります。ロータリ

が、「有益な事業の基礎として奉仕の理想を

これを育成する」という文言で始まり、更に

帯事項の第２項に「事業及び専門職種の道徳

高めること。あらゆる有用な業務は尊重され

あるという認識を深めること。そしてロータ

自が、業務を通じて社会に奉仕するために、

を品位あらしめること」と明記されているこ

ータリーの根幹が職業奉仕にあることを意味

奉仕の実践によって得られる結果が、継続的

発展と、個人と業界全体の倫理基準の昂揚な

数多く存在する奉仕クラブの中で、職業奉仕

けと実践を根底に置いて活動をしているクラ

ータリークラブだけであり、換言すれば、職

ラブであることがロータリークラブの特徴

ましょう。 

  この文書は２６８０地区４大奉仕各論の
原論の一部をご紹介しました。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山アゼリアＲＣ  

7月 4日（月）より 
例会場 ホテルアバローム紀の

例会時間 毎月曜日 12:30～
8月 1日 毎月曜日 

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. 
第 2640地区ガバナー 中島治一郎 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 四つのテスト 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 

②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 会長：上中嗣郎 幹事：岩井克次 SAA：横出 廣

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 
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第１週目       19:00～20:00 
第２･３･４週目    12:30～13:30 

 

８．委員会報告 

○マルチプル・ポール・ハリス・フェローの表彰 

吉田昌生君  

拝啓 この度、ロータリー財団管理委員会に代わり、

感謝を込めて Masao Yoshida 様にマルチプル・ポ

ール・ハリス・フェロー・ピンをお送り致します。 

貴方の心のこもったご寄付は、世界理解と平和を推進

する本財団のあらゆるプログラムを支えるものであ

ります。ありがとうございました。      敬具 
国際ロータリー 日本事務局 

 
○会員増強委員会 上南雅延君 
今年の新入会員が２名おったのですが、亡くなられ

た方が２名、退会が２名でした。来年はガバナー年

でもあり、女性の新入会員をぜひ１名入れたいと思

いますのでよろしくお願いします。 
 

９．ゲスト卓話 

ガバナー補佐 田中良典様 （有田南 RC） 
 
「結婚スピーチの失敗」 

 
人間というものは失敗

したことは何歳になって

も忘れないものです。 
今から約 40 数年前のあ
る日、郵便さんが「田中さ

ん郵便ですよ」と言って、

１通の封筒がポーンと投

げ込まれた。誰からだろう

と見てみると、お得意さん

の御主人からのおめでたの角封筒である。読んでみま

すとお嬢さんの結婚披露宴の招待状である。招待状の

最後に、“当日は誠に恐れ入りますが、主賓のご挨拶

をお願い申し上げます”と書いてあります。驚きまし

たね！私は若い頃ですから、そんな大役を頼まれたこ

とがありません。しかし、おめでたい結婚式ですから

お断りするわけには参りません。早速、書店で結婚ス

ピーチの参考書を買い求め、その中の名文を頭へ叩き

込み、自信満々、意気揚々と結婚式場へとのぞんだ。 
やがて、式が始まり愈々スピーチである。テーブル

スピーチの１番バッターは新郎側の代表である。私は

新婦側の代表ですから２番バッターである。 
１番バッター立ち上がって喋った！黙って聴いて

いれば、何か聞いたことのある言葉が次々聞こえてく

るのです。これにはもう吃驚しました。頭の中はパニ

ック状態です。こんな慌てたことはありません。一生

懸命覚えてきたスピーチの文句をそっくりそのまま

１番バッターに喋られたのですから、たまったもので

はありません。 
私のやろうとしたスピーチはオーヘンリーの「賢者

の贈物」という名作である。後で聞いた話ですが、当

時この「賢者の贈物」は３人に１人が結婚式で誰かや

ったそうです。その時に感じたことは、有名な句とか

文を引用する場合は、必ずスペアーが必要だなと。私

もある程度年齢も重ね、人生経験も豊になるにつれて、

経験に基づいたスピーチをやったものです。これは一

番説得力もあり、喜ばれるものと印象を深くした。 
人はただ１回の人生しか経験できない。そのかわり

他の人の人生経験なり職業の秘密とかコツなどに対

し、無限の興味をもつ動物だということである。 
 

１０．次回例会 
第 1401回例会 平成 17年 5月 30日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
木地義和君  ２６日（木）６時３０分より次年度の

理事会を開きます。よろしくお願いし

ます。 
楠部賢計君  ガバナー補佐の田中さんごくろうさ

まです。メーキャップありがとうござ

います。 
花畑重靖君  五月～六月大阪の二会場で個展をホ

テルとまりで開催しています。七月か

ら一年間個展を中止します。 
中村雅行君  新海南市の公平委員長に選任されま

した。 
塩崎博司君  田中ガバナー補佐さん、よくおいで下

さいました。 
岩井克次君  田中様ありがとうございます。 
上中嗣郎君  田中さん、竹腰さん、今日はありがと

うございます。 
岸 友子君  久しぶりにＳＡＡをさせていただき

ました。 
 

ロータリー創立 100 周年切手（80 円）」が日

ザインは「ロータリー100 周年」の目標であるポ

リ

「

本郵政公社から発売 
 

デ

オ撲滅運動に関するものです。ポリオワクチンの投

与を受けた子どもたちが、投与されたしるしの付いた

小指をかざし、笑顔を見せている写真です。よくロー

タリーの奉仕活動のＰＲ不足を指摘する意見を耳に

しますが、ロータリアンおよびロータリアンの会社な

どでこの切手をご活用いただければ、ロータリーの奉

仕活動を広く社会に広報する役割を果たします。日本

郵政公社では各ロータリークラブへの出張販売も受

け付けてくれることになっていますので、最寄りの郵

便局にお尋ねくださるようお願いします。 

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 


