
 
 
 
 
 
 
 

第 1403 回例会 17 年 6月 13 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    「我等の生業」 
３．ビジター紹介 
     高野山ＲＣ  亀岡弘昭様 
     有田 2000ＲＣ  前  任様 
     米山奨学生   白  涛様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 46 名 出席免除会員 1名 

  出席率 67.65％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ       会長 上中嗣郎 

私の任期もあと１７日とな

りました。今年度は２組のＩＭ

ホストそしてクラブ創立３０

周年記念行事等、行事予定の多

い年ということでしたが、前年

度末に平尾寧章さんがガバナ

ーエレクトに就任される事に

なり、そのための計画・準備に

会員諸兄に多くのご尽力を頂

くこととなりました。今、その計画・準備は着々と進

行していますが、全員が心を一にして目標に向かって

いる様子を見て我がクラブの素晴らしさを実感して

おります。このことは、我がクラブ誕生以来の栄誉で

あり又、我がクラブの実力を発揮し公に示す良い機会

だと思います。この一年間の方針は「祝おう」「参加

しよう」「楽しもう」でありましたが、皆様のご理の

もと皆様に助けられ・指導を受け・ご協力を頂きなが

ら無事任期を終えられると思っております、諸兄姉に

こころからの謝意を申し上げます。 

ＲＩ会長グレン・Ｅ・エステスシニアの退任のメッ

セージの終わりの一部を紹介いたします。 

 ロータリーはそこにある、 親愛なる同僚ロータリア

ンの皆さん。「なすべきことはたくさんあります」 

 私が RI 会長職をカール ヴィルヘルム ステンハ

マー会長エレクトに引き渡す準備を行うに当たって、

多くの人々から私の会長在任中にロ一タリーについ

て何を学んだかと尋ねられました。私はためらうこと

なく、ロ一タリアンたちの献身は私の想像以上のもの

であることを学んだと答えました。それと同

我の奉仕”をめざす新しい世紀幕開けに当た

ポール ハリスが出席した最後の国際大会

言葉「ロータリーの草分け的な時代は今始ま

ろです。今日もかわることなくなすべきこと

んあります」を思い出していただきたいと思

皆さんのおかげですばらしい年度になったこ

して、「ロ一タリーを祝おう」の 120 万人の

て存在してくださったことに、心から感謝申

す。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

 打田ＲＣ    6月 23日（木）→6月 25
19:00～      「

 和歌山北ＲＣ  6月 27日（月）→6月 2
18:30～ ルミエール華

 和歌山ＲＣ   6月 28日（火）→6月 2
18:00～  県文６Ｆフ

 那智勝浦ＲＣ  6月 30日（木）→6月 2
18:30～    ホテル

（家族

 粉河ＲＣ    7月 6日（水）→7月 6
12:30～  粉河町商工

和歌山西ＲＣ  7月 6日（水）より 
新例会場 ラヴィーナ和歌山（和歌山大

ビジターフィー  ￥２，５００ 

○休会のお知らせ 

和歌山城南ＲＣ    6月 30日（木）
 打田ＲＣ       6月 30日（木）
 
７．委員会報告 
○次年度理事会 

本日次年度委員会別のフォーラムとな

ます。次年度の委員会の活動計画を協議

て下さい。 

先日の次年度組織表のクラブ奉仕委員

が抜けておりましたので、クラブ定款の

いご記入お願いします。 
○国際奉仕委員会 
  ６月１７～２3日、シカゴでの国際大会

てきます。当クラブから１１名の参加で
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○次年度親睦委員会 
  本日例会終了後委員会開催しますので、委員の方

参加お願いします。 
○「クラブ活動計画書」作成のため、今日中に活動報

告書の提出よろしくお願い致します。 
○例会終了後、臨時理事会を開催いたしますので、理

事の方出席お願いします。 
 
８．会員卓話 
 
次年度活動方針         塩崎次年度会長 

 
 次年度テーマ「超我の奉仕」に

基づいて理事一同力を合わせて

頑張りますので、ご協力よろしく

お願いします。本日、委員会別の

活動計画の協議よろしくお願い

します。 
 
 

 
 
９．次回例会 
第 1404回例会 平成１７年６月２０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
岩井克次君  宮田貞三さん、会員紹介ありがとうご

ざいます。 
辻 秀輝君  昨夜、救急車が来てあわてて出てきま

したので白い運動靴で失礼します。 
倉橋利幸君  本日は米山奨学生の白さんようこそ。 
 １ヵ月程声が出なくなり、また胆石と

痛風で５月は大変でした。 
高野山ＲＣ 亀岡弘昭様 

久しぶりにお世話になります。 
有田 2000ＲＣ 前  任様 

本日はお世話になります。 
 
 
 
 
 
 
今年のロータリー、国連日は 

11 月 5 日 
RI の国連への代表者が次のロータリー、国連日は

11 月 5 日と発表しました。この恒例の国連本部での

催しは、ロータリアンや家族に、国連とロータリーが

人道的提唱と国際理解や平和促進を互いに補足しあ

っている事の理解を深める為のものです。 

昨年は保健問題、識字、ポリオ撲滅、国際研究の為

のロータリーセンターと水資源について多くの時間

を割り当てた討論がありました。2005 年のプログラ

ムは現在作成中ですが、RI の国連代表者はこの催事

をカレンダーにマークしておくように奨めておりま

す。 

 

赤道ギニア共和国が 168 番目のロ

ータリー国に 
 

南アフリカ西海岸の細長い部分と沖合の島々から

成る小さい国、赤道ギニア共和国（旧名スパニシュギ

ニア）の首都マラボに 5 月 16 日、ロータリークラブ

が創立された事で同国が 168 番目のロータリー国に

なりました。”特に最初に申し上げたいのは、私達が

公式に国際ロータリーの一部分になった事です。然し、

これから先は容易ではありません。私のクラブは新し

いし、ロータリーに関する知識も有りません。更に、

この国が必要としている貧しい人達を助けるのに充

分な財力も有りません。”とマリア ジュリア アン

デメ ドングマンゲ初代クラブ会長が語りました。ア

ンデメ会長によると、クラブ結成は大きな成果です。

4 年前にスペインのマドリッドへ仕事で出張中に自

分の所属する教会の友人達が赤道ギニア共和国の首

都、マラボの貧しい人達の生活向上を支援しようと考

えましたが、方法が判りませんでした。友人がマドリ

ッドのロータリークラブを訪問するように奨められ、

例会に出席してみて、ロータリーこそ、赤道ギニア共

和国に、志を同じくする職業人達が母国の恵まれない

人達に人道的奉仕を提供する組織であると信じるよ

うになりました。アフリカの人達の心温まる支援やチ

ューリッヒの国際ロータリーヨーロッパおよびアフ

リカ事務局のクラブ・地区担当職員の支援を得て、2

年懸かりで仮クラブの形態を整え、現在、クラブの創

立会員は 25 名で、其の中の 7 名は他の国から移籍し

たロータリアンです。D9150 のヤオヴイ テイゴエ DG

が赤道ギニア共和国に新しくロータリークラブ創る

のに努力した一人で、創立に当り、歓迎のメッセージ

の中で”マラボＲＣは D9150 内の他のクラブから完

全な支援を得ています”と述べております。クラブの

副会長は”政府がロータリーを認めるのに、NPO で人

道主義の組織である事を認識して貰い、国から前向き

な対応を引き出すのと、色々な手続に長い時間を必要

としました”と語りました。国連開発計画の現地連絡

者によれば、赤道ギニア共和国は、毎年２桁の成長を

遂げておりますが、国民の６５パーセントが貧困線レ

ベル下で、1日米貨 1弗以下の生活をしています。マ

ラボ ロータリー クラブは、貧困改善に意味の有る

支援をするチャレンジに立ち向かっています。現在、

海外のクラブの支援で、クラブ会員が健康改善や清水

給与や教育支援を含む数個のプロジェクトを立ち上

げつつあります。 
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