
 
 
 
 
 
 
 

第 1407 回例会 17 年 7月 11 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング    「我等の生業」 
３．ゲスト紹介 
         米山奨学生  白  涛様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 52 名 出席免除会員 2名 

  出席率 77.61％ 前回修正出席率 86.57％ 

 

５．会長スピーチ       会長 塩崎博司 

ゲストの白さんよくいらっ

しゃいました。本日の例会は、

100％出席の表彰と決算報告の

承認と予算案審議を行なって

頂きます。出席表彰に該当され

る方は、48 名居られます。会員

69 名中 70％の方々が表彰され

る。ずいぶん高い数字ですが、

今年次は、更に之を越える数値

を上げて戴ける様にお願い致します。 

前年度は、当クラブの創立 30 周年記念式典並びに

記念行事、2組ＩＭのホスト、カバナーエレクトホス

トクラブとしての地区大会参加、ＰＥＴＳ、地区協議

会等の開催と 100 周年記念世界大会参加と、盛沢山の

行事を上中前会長を始め幹事・理事の方々の強力なチ

ームワークで乗り切り、更に次年度に繰越金まで残し

て下さり、感謝して居ります。 

今年次は、地区大会開催のホスト、スエーデン・デ

ンマークの世界大会参加とビックイベントが控えて

いますが、予算は前年度を参考に極力経費の削減をし

ていますので、宜しくご承認の程お願い申し上げます。 

今月は、識字率の向上月間です。我が国では、明治

維新後近代国家への要件として時の政府は教育の重

要性を認識し、明治 5 年義務教育を法制化しました。

就学率は 28％、19 年に小学校 4 年制となり就学率は

46％に、40年に義務教育6年制となり就学率は97％、

現在義務教育は 9 年制で就学率は 99.9％。識字と云

う事に私達は関心が薄いのですが、R I 会長のステン

ハマー氏は、識字率の向上と水保全の二つが注目すべ

き緊要な問題であると述べられています。 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

 和歌山城南ＲＣ 7 月 21 日（木）→7 月 21 日（木） 
18:30～      「一心」 

 和歌山南ＲＣ  7 月 29 日（金）→7 月 31 日（日） 
18:00～     ホテル太公望 

（関西空港見学後） 
（納涼家族例会） 

岩出ＲＣ    8 月 4 日（木）→8 月 6 日（土） 
ダイワロイネットホテル ３Ｆ 

  レストラン・サンクシェール 

（葉月親睦例会） 

○休会のお知らせ 

 岩出ＲＣ       8 月 11 日（木） 
 
７．委員会報告 
○国際奉仕委員会 
 昨年訪問しました、ルパング島のクラブから挨拶状
が来ました。新会長ウイリーマサンカイ氏から、塩崎
会長に就任おめでとう御座いますと W C S で寄付し
た豚が大きく育ちましたと写真も添えられています。
今年も宜しくとの事。 
 
８．決算報告、予算案審議 
岩井前幹事から決算報告、小椋会計から予算案の説

明がそれぞれあり、承認を得た。 
 

９．１００％出席(通算)報告 
30 年 宮田敬之佑君  岡田雅晶君 

29 年 中村雅行君  楠部賢計君  奥村匡敏君 

上南雅延君 

28 年 西川富雄君 

27 年  平尾寧章君 

26 年 林 孝次郎君  山野 明君  大澤祥宏君 

25 年  倉橋利幸君 

24 年  角谷勝司君 

21 年  新垣 勝君  田村能孝君   谷口誠也君 

上中嗣郎君    島村佳郎君 

19 年  宇恵弘純君  山名正一君 

17 年  深谷政男君  花畑重靖君   木地義和君 

山東剛一君    山本敬作君 

16 年  田中丈士君  名手広之君 

15 年  土井元司君  岩井克次君 
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14 年  小椋孝一君  宮田貞三君   谷脇良樹君 

大川幹二君 

13 年 中村文雄君 

12 年  中尾享平君 

11 年  塚本義信君   早川 満君 

 9 年  吉田昌生君 

8 年  花田宗弘君   塩崎博司君 

7 年  岸 友子君 

6 年 田村健治君 

5 年 山畑弥生君   上芝良造君 

4 年 寺下 卓君   上野山雅也君 吉野 稔君 

2 年 横出 廣君 

 

10．閉会点鐘 
 

11．次回例会 
第 1408 回例会 平成１７年７月２５日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
桑添 剛君  新役員の方々1 年間ご苦労様です。 
寺下 卓君  新社屋が完成しました。 
       先週欠席してすみません。 
辻 秀輝君  昨日嬉しい事が有りました。 
深谷政男君  今年初めてチョクリでいさぎを釣り

ました。 
 
 
 
 
 
 
ステンハマー会長、新年度は 

「継続」と「変化」の共存 
理想と率先を世界中で祝し、

168ケ国に組織を拡大した成功

の年を背景にして、７月１日に

ロータリー第 2 世紀の初代 RI

会長にカール ウイルヘルム 

ステンハマー（Carl-Wilhelm 

Stenhammar）氏が就任しました。

基本に還る事で、ロータリーの

モットーで、２００５‐０６年

度の RI テーマ「超我の奉仕」が招来する「挑戦」と

「機会」をクラブと地区が取り込むのを助ける事が出

来ます、とステンハマー会長が語り、更に、新会長は

強調事項である教育と識字、水、飢饉と保健問題に関

するプロジェクトの経済的支援を要請しました。６月

３０日の「RI ニュース」とのインタービューで、会

長は”私は継続性を信じます。マジイアヴエ前ＲＩ会

長とエステス前ＲＩ会長は、識字と教育を強調し、エ

ステス会長は、それに水の問題を付け加えました。私

と妻のモニカは家で、人が程良い生活をする為には何

が重要かと議論しました。私は「識字」と言い、妻は

「水」と答えました。私は両方が互いに助け合ってい

ると思います。私にとり、この両方を推し進める事は

当然の事でした”。長期に渉る、ロータリーのパート

ナーの国際連合は水と識字を国連の 2015 年迄の目標

の一部に加えたのを踏まえて、RI 会長は若しも他の

組織と協力すれば、クラブや地区は、より多くの事が

出来ますと述べて”私は「協力」を信じます。何故な

らば、我々が強調している事柄は、余りにも大きく、

一つの組織では出来ません。一夜にして達成出来るも

のではありません。ポリオプラスや国連と共同してい

るように、若しも他の組織と一緒に働けば一緒に大き

な仕事が出来ます。それは大きなパズルのようなもの

で、パズルの中で我々の行っている部分を可能な限り

大きくするようにしなければなりません”と語りま

した。ステンハマー会長は、ロータリーの最高順位事

項は”我々のポリオプラス計画を終える事です。我々

が期待したよりも少し時間が要るかも知れませんが、

我々はそれをやります”と述べ、更に、クラブと地区

が未来への投資を考え、新世代に達するように青少年

交換プログラムの支援を強化するのを奨めると語り

ました。新 RI 会長の提唱で、ロータリー財団に新世

紀最初の女性理事、米国、アラスカのキャロリン E. 

ジョーンズ（Carolyn E. Jones）が就任します。女

性が関与する事は、良いビズネスセンスであると信じ、

会長は RI の会員増強と退会防止委員会及び識字関連

グループ、公共イメージ グループの委員長に女性ロ

ータリアンを指名しました。ステンハマー会長は、今

迄行った RI 会長主催会議に代わり、一連の IM の会議

でロータリアンに会う計画です。食品仲買人のステン

ハマー氏は、ガスト F. ブラット AB(Gust Ｆ. 

Bratt AB)の前オーナーで、数社の役員を務め、地元

の私立学校役員会会長です。1974 年にロータリアン

に成り、スエーデン、ゴーテボルグ（Goteborg）クラ

ブの会員で地区ガバナー、RI の委員会、委員長、理

事の職に、ありました。7月 1日付けで、ロータリー

財団管理委員長にメキシコのフランク J. デヴリ

ン（Frank J. Devlyn）、RI 副会長にブラジルのセ

ルジ ゴテイロン（Serge Gouteyron）、RI 財務長に

フィリッピンのジョセリン Ｉ．ボランテ（Jocelyn 

I. Bolante）氏が就任しました。 

 

ステンハマー会長の記念ジャケットが

オークションに 
ステンハマーＲＩ会長がロータリー100 周年の国

際大会で着用した記念ジャケットが、ネットオークシ

ョンに登場します。このジャケットは、青と黄色のリ

バーシブル。収益金は、ロータリー財団に寄付されま

す。購入方法などは、近日以下のページで発表される

予定です。 

http://www.rotary.org/president/stenhammar/ja

cket.html 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


