
 
 
 
 
 
 
 

第 1435 回例会 18 年 3月 20 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 74 名 出席者数 52 名 出席免除会員 2名 

  出席率 72.22％ 前回修正出席率 79.17％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 

皆さん今日は。昨日の

ＷＢＣワールド、ベース

ボール、クラシカル。皆

様ご存じのように韓国に

６対０で圧勝し、三度目

の正直を果たしました。

一度目や二度目はだめで

も三度目ともなればうま

くいく。と言う故事で御

座いますが、ただ漫然と

三度やると云うことではなく、一回、二回を反省し、

三度目は強い決意をもって挑戦すればと言うことで

英語でも The third is lucky と言い世界に通じる

諺です。 それにしても３度も同じチームと戦うこと

になったのは、勝利の女神が事を幸運に導いてくれた

のではないかと思います。 

 明日１１時からの強敵キューバとの戦いになりま

すが、王監督の下チーム一丸となって優勝を勝ち取っ

て世界に日本野球の強さを示してもらいたいです。必

勝を祈念したいと思います。 

今日はこの後、地区副代表幹事の谷脇さんと新垣さ

んに卓話をお願いしていますのでご静聴下さい。 

 

５．幹事報告 

○メーキャップ 

3 月 14 日 和歌山 RC 花畑 重靖君 

○例会臨時変更 

有田南 RC 3 月 28 日(火) → 3 月 28 日(火) 

 PM 6:30～ 「横楠」 

 

 

６．委員会報告 

○新世代委員会  

18・19 日の二日間ライラの研修会に参加しまし

た。３日間の予定でしたが、仕事の都合で帰って来

ました。来年は 3日間参加しようと思う程有意義で

した。 

○親睦委員会   

例会終了後委員会を開きますので、委員の方この

場にお残り下さい。 

○次年度理事・役員会 

 例会終了後 1 階の会議室で次期理事役員予定者

会議を開催しますので、お集まり下さい。 

○社会奉仕委員会 

  たんぽぽとのふれあい会 29 日水曜日 貴志川で

イチゴ狩りを催します。多数の方々のご参加をお願

いします。集合時間は 9時 30 分会議所前です。 

 

７．会員卓話（地区代表副幹事卓話） 

「ガバナーの公式訪問に同行して」 

○谷脇 良樹君 

公式訪問に行って感じた事は、

「よそゆき」です。平素メーキャッ

プにそのクラブに行けば素顔を見

る事が出来るのではと思います。

2640 地区には、76 クラブで平尾年

度の始まりには、2651 名のロータ

リアンが居ります。人と人との集団であるロータリー、

それは「何処で会ってもやあと言おうよ、遠いときに

はおいと呼ぼうよ」の精神だと思います。明日催しま

すイーストクラブ平尾カップゴルフコンペもまさに

その延長線上に起こった事柄が原点です。地区の事業

で再認識した事は、財団の奨学生の選考試験から始ま

る若者が成長していく姿を目にした時でした。私達の

浄財が素晴しい若者の育成に役立っている。立派な事

業をしているのだなあと感じました。 

○新垣 勝君 

ガバナーの公式訪問３０回の内

５回同行しました。大阪府内 3 回、

和歌山2回どこのクラブでも歓迎さ

れました。遅れてはいけないと１時

間程早く到着したのですが、お出迎

え頂きました。２クラブ乃至３クラブ合同の例会で田
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辺を除きますとうちのクラブの人数と同じ位か、少な

い人数でしたのであまり緊張しなくて済みました。例

会の前に会長・幹事との懇談会。以前はガバナーと代

表幹事・会長と幹事で緊張しましたが、現在はガバナ

ー補佐が間に入ってくれますので和やかな雰囲気で

懇談出来ました。各クラブで色々違った質問が出まし

たが、増強の問題・クラブ運営が最近緩やかになり過

ぎているのではないか。厳しいと退会が増えるからも

っと緩やかにしたほうが良いのではと反対の意見も

出ました。公式訪問でガバナーに同行するのは初めて

の体験で、当初は緊張しました。クラブによって特徴

が有りましたし、会長によっても特徴が有って勉強に

なりました。公式訪問よりも地区の委員会活動の方が

大変だと思いました。ローターアクト・インターアク

ト・財団奨学生のお世話をされるロータリアンの努力

はすごいなあと勉強させて頂きました。私は地区につ

いて何も知りませんでしたが、今回副代表幹事を経験

させてもらって負担も大きかったが地区について

ESS 出来たと思っています。 

 

８．次回例会 

第 1436 回例会 平成１８年３月２７日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
平尾がバナー GSE の歓迎会で初めて英語でスピー

チしました。 
花畑重靖君  海南市の文化協会創立 60 周年記念式

典を 25 日 1 時 30 分から保健福祉会

館で開催しますので、多数のご参加お

願いします。 
塩崎博司君  先週、和歌山神社庁の協議委員会に出

席の為、例会を欠席し花畑さんにご迷

惑をお掛けしました。 
吉田昌生君  3月 8日に冷水漁協の主催で汐祭りが

行われたのですが、当社に馬の角と言

う釣り針の形をした珍しい物が有る

のですが、海上安全・大漁祈願で巡航

してきました。 
田中丈士君  船釣りで、鯛を 4 匹とハマチを 9 匹釣

りました。 
山名正一君  WBCテレビにかじりついて観戦しま

した。イチローの野球に対する取組と

闘争心に感激しました。 
小久保好章君 ライラに参加して来ました。 
谷脇良樹君  入会以来 2 度目の卓話です。 
新垣 勝君  卓話します。 
楠部賢計君  新垣・谷脇さん卓話を期待しています。 
山畑弥生君  木地さん新艇の調子は如何ですか、一

度乗船させて下さい。 
木地義一君  21 日の祭日に仕事が休みなので、漁

師して来ました。 
 

 
 
 
 
 

ニューオーリンズ RC の再生 
 アメリカ、ルイジアナ州、ニューオーリンズ RC は

ハリケーン・カタリーナ来襲で、25 年間例会場にし

ていたキャナル通りのフェアモントホテルが使用不

能になり、クラブ事務所の電話が不通になり、会員は

全米に離散しました。ヤング会長は他の住民と同様に

ハリケーン接近時に家族や親族、犬、小鳥と一緒にニ

ューオーリンズから約 130 哩離れたラファイエッテ

へ向けて車で退避しました。ハリケーンの来襲で、ニ

ューオーリンズに帰る事が困難であると感じ、車中に

あった RC の名簿を頼りに、9 月第１週の例会に出席

しました。ニューオーリンズ脱出状況を説明した後に、

一会員がプールサイドの家に無償で、期限を切らずに

住むように言われました。其の後に、クラブの事務局

長がヤング会長に連絡をとり、逐次、会員の居場所を

探し、連絡を取り、パソコンの使用が可能になったの

で、クラブのウエブ サイトを頼りに Eメールを送り、

他クラブの会員と連絡を取りました。”今度から、ラ

ップトップとブロードバンドカード、Eメールへのア

クセス無しに、避難はしないよ”と 63 歳のヤング会

長の偽らざる言葉。クラブの会員達は互いに連絡をと

り、力のある事を確認しあいました。リチャード・マ

ッカーシー前クラブ会長の呼び掛けでカタリーナ来

襲以来、初めて 11 月 2 日にダウンタウンのレストラ

ンで主要会員が落ち合った時の事を顔なじみの人達

に会えたのは大変に嬉しい事でした。クラブ会員達は

色々な困難を通り抜けました。楽しい再会と友情の場

と同時に最新情報を入手する場所でした。クラブ会員

の 10,11,12 月分の会費を免除し、12 月の第 1水曜日

をカタリーナ来襲後の、最初の公式例会日とする目標

を立てました。クラブのニュースレターの言葉を借り

ると”カタリーナと謂う、つれない淑女”の来訪で、

３ケ月休会後の、2005 年 12 月 7 日に、1910 年に世界

で 12 番目のロータリークラブとして結成されたクラ

ブの例会を再開しました。クラブは活動を始めました

が現在のところ、約 200 名の会員の中で、ニューオー

リンズに帰って来ない人達もおり、約 50 名が新しい

例会場のローズホテルでの 12 月の例会に出席しまし

た。世界中のロータリアンから多大の支援を受けたニ

ューオーリンズ RC は、他のクラブから贈られた

12,000 冊の本を、地元の学校に配布したりして、地

元の支援活動を続けております。クラブはカタリーナ

来襲前に、ロータリーインターアクターの基礎になっ

ていたワレン高校の修理を手伝っております。一方で

は、女性の次期クラブ会長のように、地元で家を失っ

た婦人 2 名を自分の家に引き取って面倒をみており

ます。クラブ会員に関して、現在は約 130 名ですが、

増加中で、過去 2週間中に 3名の新会員申し込みがあ

りました。 

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 


