
 
 
 
 
 
 
 

第 1414 回例会 17 年 9月 12 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 

       米山記念奨学生  白  涛様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 91.04％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 

皆様今日は。ゲストの白涛様ご

苦労さんです。地区大会まで後

４２日、本日の卓話は地区大会

について、大会委員長の岡田さ

ん、大会幹事の宇恵さん、副幹

事の上中さん（総務関係）、同

じく西川さん（企画、会場関係）

の報告があります。 
 地区大会については皆様ご承知の事と思いますが、

手続要覧によりますと、その目的は、①朋友との交流、

感銘深い講演と、地区内クラブやＲＩ全般に関する問

題の討議によって、ロータリーの綱領を推進すること

である。②大会は、ＲＩ理事会から提出された特別な

問題あるいは地区内で生じた問題について検討する。

③地区大会はロータリーのプログラムや地区及びク

ラブの成功した活動を発表する場であるべきである。

④大会でクラブ同士が交流し、対話することを奨励す

るべきである。⑤地区大会は、地区内の会員基盤を維

持し、増大させる機会となることを認識した上で、意

気を高揚させるような形で、かつ親睦の雰囲気の中に

情報を提示すべきであると記されています。 
 我がクラブにとって歴史に残るイベントでござい

ます。会員一致協力してやり遂げようではありません

か。 
 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 海南西ＲＣ  岡田雅晶君 宇恵弘純君 9/8 

○例会臨時変更 

 田辺東ＲＣ  9 月 21 日（水）→9 月 20 日（火） 
18:00～  ガーデンホテル ハナヨ 
白浜、田辺、田辺はまゆう、田辺東 

 ４クラブ合同 ガバナー公式訪問 
 有田ＲＣ   9 月 29 日（木）→9 月 29 日（木） 

中野ＢＣ（株） 
海南市藤白 

（ローテーションデーにつき） 
10 月 13 日（木）→10 月 13 日（木） 

18:30～   橘屋 
○休会のお知らせ 

 高野山ＲＣ       9 月 23 日（金）祝日 
 
７．会員卓話 
＜岡田雅晶大会委員長＞ 
皆さん一人ひとりが大会の進行をイメージしてい

ただき、その場面、場面で何をしているか、心構えの

準備をしておいて戴きたいと思います。 
 
＜宇恵弘純地区大会幹事＞ 

地区大会を成功させよう。 
会員の皆様のご支援、ご協力をお願い致します。 
ＲＩ会長代理、高山 孝様に決定。 
埼玉県 坂戸ＲＣ ２５７０地区 
 

＜企画・会場部門 西川富雄副幹事＞ 
 本会議場（体育館）に約千人分の椅子を並べ、前列

２列はパストガバナーはじめ来賓席、他にアクターや

奨学生、ＧＳＥ等の招待席で６０～７０席、残りをＩ

Ｍ別に仕切ります。中央にプロジェクターの台を置く

ので約９００人の会員が参加すると見込んでいます。 
参加人数により多少かわりますが、敬作さんの図面で

は出来るだけ椅子の前後、列の左右に余裕をもたせた

経営をという意向が伺えます。会議場北側に廊下をは

さんで二部屋ありますが、一つを友愛の広場。もう一

つを物産コーナーとし、西隣に約２０名程度入る来賓

室を準備しています。また、それ以上の来賓を想定し

て、物産コーナーの一部を来賓予備室として確保して

います。受付は会場入り口に２軒×３軒を４基。来賓

受付は入り口の一番近い場所へ別個に１.５軒×２軒

の１基各テントを設置。テニスコート西側の休憩用の

広場にその面積に相当するテントを張り「やすらぎゾ
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ーン」に、そのさらに西側にサーカステントを張り、

主に昼食用の場所を確保、その一角に喫煙コーナーを

用意します。 
５月８日に行われた全日空ゲートタワーホテルでも

そうでしたが、協議の合間に各階のトイレが人で溢れ

かえっておりました。さらに少ないトイレ数の体育館

では、ちびる人も出かねんと思いまして、体育館とテ

ニスコートの間に簡易トイレをご利用願いたいと思

います。昼食時の場所は、体育館の二階部分、つまり

観客席はぎっしり詰めると６００名入ります。弁当は

二重折なもんですから、それを割り引いて約３００名

分サーカステントと「やすらぎゾーン」で約２０名分、

友愛の広場で５０名分、後は会議場で食べる人あり、

芝生の上であり、さらには歩いて１０分程のわんぱく

講演へ散策がてらいかが、と誘導すればほぼ、いける

のではと見積もっています。問題は当日の天気、まさ

か台風に出くわさないとは思いますが、そのまさかに

なった場合、テントは全く使えませんので、その時は

参加する人も少なくなるだろうし、少し窮屈だろうが

会議場と２階の観客席で賄うしかないだろうと思い

ます。 
以上、会場設営関係でした。他にＳＡＡも入ってい

るのですが、これは弥生さんと上野山さんというセミ

プロのようなお二人ですので全く心配しておりませ

ん。よろしくおまかせ致します。そしてもう一つプロ

グラムの方なんですが、案内プログラムはすでに皆さ

んにお配りしてご存知ですが、もう一つの大会プログ

ラムは、花畑さんに写真の提供も受け、もうすぐ出来

上がる予定でございます。さらにあと一つのソングリ

ーダーの件は、田村健治先生がソロシンガーを探して

きて国歌と奉仕の理想を歌って戴く事で一件落着、大

会当日は好天に恵まれ成功裏に終われる事を心より

願っております。 
 
＜総務関係委員会 上中嗣郎副幹事＞ 
地区大会で担当する事柄は 
＊登録受付（会員） 
＊関係団体・来賓受付 
＊会計 
 総務関係は当日の人員が相当数必要であるので、他

の手の空いている部門の応援を要請する。ホストクラ

ブに対しては海南クラブに２０名・海南西クラブに７

名のお手伝いをお願いする。 
○第１日目（１０月２２日） 
集合時間 
 和歌山館の会場入り口に表札 信任状・登録 選挙 

決議 表彰 各委員会 
12：00～ 地区役員＝小会議室へ 

地区事務所 山本＝島村 
13：30～ 指導者セミナー 受付の手伝い 

ＩＭ毎に 名札 
17：00～ 会長代理歓迎晩餐会 

来賓の受付 島村 
○第２日目 

集合時間 
09：00～ 登録受付（大会ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ入りおみやげ袋） 

ＩＭ毎に机、役員・来賓受付 
お弁当の数・時間の確認 

12：00～ 昼食 ＩＭ毎に個数確認 
16：00～ 事後の整理・清掃 
 
８．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
塩崎博司君  神社関係人、春日神社へ参拝。 
大江久夫君  新入歓迎会、感謝します。 
荻野昭裕君  久し振りの出席。 
中尾享平君  財団の委員長会議に出席しました。交

通費頂いたので入れさせていただき

ます。 
 
 
 
 
 
 
ロータリアン、ハリケーン カトリーナ

被災者支援に立ち上がる 
 
アメリカの自然災害歴史上最悪の一つであるハリ

ケーン「カトリーナ」襲に対し、関連のある湾岸地域

のロータリークラブや地区が必要な食糧、生活必需品、

基金や難民用のシェルターの供与に立ち上がりまし

た。国際ロータリーへ集った初期の報告によると、

RI のステンハマー会長の罹災地域支援への呼び掛け

にロータリアンが大挙して応えました。ミシシッピー

の D6820 のスツアート・ヴァンス（Stuart Vance）
DG の E メール報告によると D6820 と D6840（ルイ

ジアナ）が支援資金を設立し、資金受け入れ体制を作

りました。寄付金は「ロータリー・カトリーナ資金」

へ送って下さい（詳細は英文参照）D6190（ルイジア

ナ）のボブ マロニー（Bob Malony）DG の報告で

はロータリアンがニューオルリーンズで洪水に見舞

われ数千人のシェルターも食糧も無い人達の救援活

動を行っております。D6200（ルイジアナ）のダン・

ショーヴァン（Don Chauvin）DG の報告によれば、

地区委員会が 9 月 2 日（金）に会議を開き行動計画を

作成します。D6200 は義捐金を受け付けております

（詳細は英文参照）D6960（フロリダ）のマーコ島

（Marco Island）が寄付金の受け付けを行っており

ます。連絡先はロータリー公式名簿を御覧下さい。テ

ネシー州では、オークリッジ・ブレクファーストクラ

ブとオークリッジクラブが赤十字と協力して地元の

ウオールマートにトラックを停めて、衛生用品、水、

紙製品、おむつ、缶詰などの寄付を受け付けており、

これを一週間続け、罹災地の指定場所へトラック輸送

します。 

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 


