
 
 
 
 
 
 
 

第1425回例会17年12月19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   「それでこそロータリー」 
３．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 42 名  

  出席率 63.64％ 前回修正出席率 90.91％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 今年最後の例会になりま

した。光陰矢のごとしと云

いますが、月日の経つのは

早いもので、この半年を振

り返って見ますと、2640 地

区は平尾先生をガバナーと

して出発し地区代表幹事と

して、楠部さん、地区副代

表幹事の皆さん方で地区を

運営し、又地区大会実行委員長の岡田先生をはじめ副

実行委員長、地区大会実行幹事、地区大会記念ゴルフ

実行委員長さんを中心として、会員一丸となって、取

り組み地区大会を大成功に導き、平尾ガバナーの初期

の目的、我がクラブの発展、強化を成し遂げたことは、

クラブの歴史として、大きな足跡として残ることと思

います。又、この日に入りまして、角谷会員増強委員

長を中心とした活躍で、増強に関わって下さいました

大勢の方々のお陰をもちまして、会員増強の目的を達

成されそうだと云うことになりました。お手元に名簿

を配らせても頂きました。今日卓話の大江さんを含め

５名となります。こんな喜ばしいことで、この半年を

終わることが出来、皆様方のご協力の賜物と感謝して

います。残り半年も宜しくお願い致します。良い新年

をお迎え下さい。本日の卓話は、会員卓話、新入会員

柳生さん、大江さんです。皆さんご静聴お願いします。 
 
５．幹事報告 

○入会員の承認ありがとうございました。 

○例会臨時変更 

 田辺東ＲＣ 1 月 11 日（水）→1 月 11 日（水） 
18:00～例会 
18:30～新年家族会ガーデンホテルハナヨ 

 新宮ＲＣ  1 月 11 日（水）→1 月 11 日（水） 
18:00～に変更 

 那智勝浦ＲＣ 1 月 12 日（木）→1 月 12 日（木） 
12:30～ 熊野那智大社（初詣例会） 

 海南西ＲＣ  1 月 19 日（木）→1 月 21 日（土） 
18:30～ ホテルグランヴィア和歌山 

新年家族例会 
 和歌山西ＲＣ 1 月 25 日（水）→1 月 25 日（水） 

18:00～   加太あたらし屋 
○休会のお知らせ 

 新宮ＲＣ   12 月 28 日 （水）、1 月 4 日（水） 

 田辺東ＲＣ  12 月 28 日 （水）、1 月 4 日（水） 

和歌山西ＲＣ 1 月 4 日（水）、1 月 11 日（水） 
那智勝浦ＲＣ 1 月 5 日（木） 
 

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 97 回世界大会へご参加ください 

 
６．会員卓話 
大江久夫君 

 今年７月から入会させて頂い

たのですが、早いものでもう半

年になろうとしています。入っ

た時は何もわからず不安もあり

ましたが、皆様、先輩方にいろ

いろ教わり何とかきました。ま

た入ったとたん地区大会という

大きなイベントのホスト役ということで、地区大会と

いう言葉さえ知らなかったのですが、これも又、皆様、

先輩方に教わり参加させて頂くことが出来ました。地

区大会も成功に終わり、私としてもいい経験をさせて

頂きました。これからまだまだいい経験をさせて頂き

頑張りたいと思います。そして仕事は建設、土木関係

の仕事をしています。 
 海南市内での仕事も多いので、ロータリーの例会以

外でも皆様に会う機会があると思いますので、その時

はよろしくお願いします。短いですがこれで終わらせ

て頂きます。ありがとうございました。 
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柳生享男君 

皆さんこんにちは！ 
私もこのクラブに入会させ

て頂き早いもので 1 年になりま

す。良きクラブ員の皆様に囲ま

れ、ご指導、ご鞭撻を頂き感謝

しております。ロータリーのロ

も知らない私でしたが少しず

つではありますが理解出来る

様になってきました。 
 まだ各専門用語も余り解りませんが、一つずつでも

覚えるように努力したいと思います。この一年を振り

返ってみますと、地区大会という大きなイベントがあ

りました。 
 そこで感じたことは、例えば私が駐車場担当で他地

区からの参加者を駐車場に案内するのですが、ある参

加者は寒いのにご苦労様と労をねぎらってくれます。

しかし、ある参加者は寒いのに会場まで遠いとか、無

言で入るのです。こんな些細なことですが、同じロー

タリアンであれば特に気をつけなければと思ったの

です。幾らすばらしい事を云ってもすべて無になって

しまうと感じました。 
まず小さいことから注意しなければ立派なロータ

リアンといえないのではないかと思いました。 
今後一人前のロータリアンになれる様、頑張ります

のでご指導の程よろしくお願い申し上げます。 
ありがとうございました。 

 
７．次回例会 
第 1426 回例会 平成１７年１月１６日（月） 

18：30～ ロイヤルパインズホテル 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
岸 友子君  山畑様悩み相談に乗って頂きありが

とうございました。 
平尾寧章君  公式訪問終わりました。しかし来年６

月までスケジュールいっぱいです。 
小椋孝一君  野上町の閉町式が 12 月 11 日ありま

した。1 月 1 日より美里町と合併して

紀美野町になります。 
塩崎博司君  良いスピーチありがとうございまし

た。 
楠部賢計君  どこに公式訪問しても地区大会はす

ばらしかったと云われます。 
成功したのも皆様のおかげと、お礼を

申し上げます。 
50 周年に向かって、今まで以上に海

南東ロータリーがまとまって益々発

展していく様にお願いします。 
会員増強もすばらしい。 

林 孝次郎君 白寿の祝いで滋賀へ行って来ました。 
 

吉田昌生君  お神酒あがらぬ神はなしといいます

が、1 月 1 日はおとそ、3 月 3 日は白

酒、5 月 5 日はしょうぶ酒、7 月 7 日

七夕には酒はなし、これは高温多湿で

保存できなかったといわれている。い

つでも飲める我々は幸福である。 
 
 
 
 
 
 
 
上着競売で、5，000＄を財団に寄付 
 3 ケ月の競売期間が終り、ステンハマーＲＩ会長の

リバーシブル上着を米貨 5，000＄でブルーノギジ

PDG が落札しました。ギジ PDG は、イタリー、リ

ミニリヴェラクラブの前会長で D2070 の地区ガバナ

ーを務め、2005 年の RI 国際大会でステンハマー会長

が着用した、青と金色のリバーシブルの上着の新しい

所有者になりました。ギジ PDG は、ロータリー財団

を色々な面で支援し、南アジアを襲った津波被害救済

資金にも多額の寄付をしました。 
更に、アルバニア、ブラジル、アルゼンチンの恵ま

れない子供達の救援にマッチング・グラントへ寄付を

し、“マッチング・グラントのいくつかは、私自身が

資金を出しましたが、他の寄付は私が他のクラブから

集めました”と、ギジ PDG の言葉。D2070 内での協

力体制の結果、ギジ PDG が他のクラブの会合で財団

について説明を行い、財団支援で、世界を良くする機

会が増えると考え、“財団を通じて、世界を変える事

が可能で、「恒久基金」は将来、永く世の為になるも

のです”と語りました。 
 ギジ PDG は 2002－03 年度に財団の欧州・RIBI
恒久資金委員で、其の時の委員長はステンハマー現

RI 会長でした。現在は、ギジ PDG が同委員会の副委

員長です。“私は RI 会長に度々お会いした事がありま

すが、感謝の気持で記憶に残っているのは昨年、私の

地区を訪問された時に、約 600 名のロータリアンと

家族が出席し、財団の「恒久基金」と、「ポリオプラ

ス」に米貨 67，000＄を集めた事です”とギジ PDG
が思い出を語りました。 
ステンハマー会長によると、世界中を旅行中にも競

売の事を気にしており、“多年に渉り、一緒に仕事を

した良い友人が落札して、幸いに思います”との事で

す。ギジ PDG は、上衣を仕舞っておかずに、地区内

での財団活動推進の為に着用するつもりですとの事。

“大きすぎれば出入りの洋服屋に修理させます。着用

には、金色でなく、青色のほうが上品に見えます”と
コメントしました。 
財団への年次計画ファンドへ寄付を願います。 

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 


