
 
 
 
 
 
 
 

第 1451 回例会 18 年 7月 10 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング      「奉仕の理想」 
３．ゲスト紹介 

フィリピン・タグビララン RC TOMY MITA 様 
          米山奨学生 王 慧芝様 

 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数53名 出席免除会員1名 

  出席率 72.86％ 前回修正出席率 85.17％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
 皆さんこんにちは。今

日は、20 06-2007 年度

のボイドＲＩ会長、三軒

地区ガバナーそして私

の方針を申し上げます。

Ｒ Ｉ 会 長 テ ー マ は

“LEAD THE WAY”

「率先しよう」です。こ

のテーマを初めて聞い

たある会員は「新垣先生

にぴったりやな～、遠慮せんと思い通りにやったら」

と言ってくれました。その２ヵ月後、地区協議会の席

上で、中村ＰＧは、このテーマを“俺がやらなきゃ誰

がやる！”ということだと言い換えました。私が“俺

がやらなきゃ誰がやるとみんなに言ったらどうやろ

う？”と隣にいた別のメンバーに問いかけると、ニヤ

ッと笑いながら「うちのクラブ潰れるかも」と言われ

ました。さすが、みなさん私の性格を良くご存知です。

でも、皆さんが考えているほど、ガリガリの堅物でな

いということをこれから追々申し上げ、ご理解いただ

きたいと思います。このＲＩ会長テーマの“LEAD 
THE WAY”には｢先頭に立とう｣という意味もありま

す。テーマは会員への呼びかけです。皆さんが“俺が

やらなきゃ誰がやる”を実践していただくと、私は“俺

がやらなくても･･”となりますので、よろしくお願い

申し上げます。 
 次に、ＲＩ会長の強調事項です。水保全、保健と飢

餓、識字率の向上、ロータリー家族の４つです。とて

も大切なことですが、既にプログラムとして実行され

ていることもあり、私としては特に強調することはあ

りません。 
 また、三軒ガバナーの方針ですが、第一はＲＩ会長

のテーマ“率先しよう”です。例会の点鐘前に、テー

マを唱和しようと言っています。テーマを良く覚える

ためだそうですが、もう頭に入ったのと、少し気恥ず

かしいのでこれは止めておきます。二番目は“出席率

の向上”です。私の考えている出席率と少しニュアン

スが違うようですが、私のテーマでもあり、後ほど述

べたいと思います。三番目は“ロータリーらしい奉仕

を！”です。これについては、皆さんとともに考え、

意見をお聞きし、実行できるものはやりたいと思って

います。四番目は“ＷＣＳの実施”です。引き続き行

っていきます。五番目は“地区大会への出席要請”で

す。これは全面的に協力したいと思います。最後は 
“世界大会への参加要請”です。 
私の方針に入る前に、例会のプログラムですが、月

の第１例会は夜間例会であり、アルコールも入ること

から、ゆっくり食事を摂っていただき、会員相互の親

睦を図っていただきたいと思います。通常の例会はク

ラブ中心として、新人・ベテランの会員卓話を企画し

ます。私の方針は「クラブの活性化」です。そのため

には、例会は勿論のこと、ロータリーのあらゆる会合

への参加を、この一年間を通じて申し上げたいと思い

ます。ロータリーが面白いか？面白くないか？ロータ

リアンを続けられるかどうか？それは偏に例会に出

席するかどうかに掛かっているといっても過言では

ありません。誤解しないでほしいのは、会長としてク

ラブの出席率を上げたいから申しているわけではあ

りません。会員資格の問題（60％出席・連続４回欠席

等）もありますが、それを厳格に適用するというつも

りもありません。参加することにより新しい友人がで

きます。クラブに奉仕することは新たな達成感を経験

できます。社会奉仕や新世代への援助は新しい感動を

呼び起こします。皆さんロータリーを Enjoy して下

さい。あらゆること（例えば食事、卓話、例会日時等）

を念頭において、会員が出席しやすい環境づくりに務

めますので、是非ご協力をお願いします。 
もう一点は、ロータリー情報の共有化ということで

す。ロータリーは何をやっているのか？もう少し知る
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ことがクラブの活性化に繋がるのではないか？私た

ちの会費の一部や寄付が、ＲＩや地区やロータリー財

団や米山記念奨学会やＲＡＣでどのように使われて

いるのか、どれだけ世の中のためになっているのか、

いないのか、そのことを知ることもロータリアンとし

ては必要な資質ではありませんか？週報や雑誌ロー

タリーの友、ガバナーのマンスリーレター、地区のホ

ームページにも情報がいっぱい詰まっています。勉強

もお願いします。クラブ定款と細則を近々改定する予

定です。一度自分の所属するクラブの規則を読んでく

ださい。私の年度の会長スピーチはロータリー情報に

徹します。といっても、一方通行にするつもりはあり

ません。ＩＤＭで意見をお聞きすることは勿論、皆様

の意見や疑問や提言をお聞きするために、何回かのク

ラブフォーラムを開催します。提言は理事会で議題と

して検討し、報告します。このことに限らず、理事会

終了後の例会では理事会報告を行います。 
事業としては前年度の事業は全て引き継ぐ予定に

しております。私たちは地域のリーダーたることを求

められておりますが、同時に新世代・若者の模範とな

り、支援することを要請されております。幸い我がロ

ータリークラブにはローターアクトクラブがありま

す。最近、ローターアクターとの関わりが少なくなっ

ているのは残念なことで、今年度はローターアクトク

ラブとの関わりを強めたいと思います。また今年度は

２組がＲＹＬＡの担当になります。皆様のご協力をお

願いします。米山記念奨学会事業についてはいろいろ

なご意見があろうと思いますが、この４月から台湾か

ら奨学生の王さんをクラブとしてお世話させて頂い

ています。大変明るく、聡明な娘さんで、友好的にク

ラブに溶け込んでくれています。奨学生を身近でお世

話することによって、米山記念奨学会事業をより理解

して頂けるのではと期待しております。来年３月の終

了時まで、皆さん１度は話しかけてやってください。

また、昨年できなかった台湾の彰化東南ロータリーク

ラブとの相互訪問実現に向けて努力します。実現すれ

ば大勢の方々の参加をお願いします。Service しまし

ょう。最後になりましたが、会員増強・退会防止につ

いては、特に申し上げませんでしたが、クラブの活性

化の重要項目と考えております。残念ながら３名減の

７１名の会員で出発となり、これ以上の退会は阻止し

たいと強く願っています。みなさん一人ひとりの“俺

がやらなきゃ誰がやる”に期待しておりますので、よ

ろしくお願い申し上げ、私の就任の挨拶とさせて戴き

ます。ご清聴有難うございました。 
 
○理事予定者会議の報告 

先ほどの挨拶の中で申し上げたこともあり、若干ダ

ブルかも知れませんが、ＩＤＭで提起された意見等を

検討した理事予定者会議３回分の報告を申し上げま

す。先ず、例会について、第一例会は親睦中心で食事

に関しても考慮する。昼の例会とメリハリをつける。

夜間例会は週一回とする。夜間例会の開始時間につい

ては、サマータイムが終わる９月に再検討する。服装

自由・禁煙は継続。卓話は会員中心とする。国歌斉唱

についてはやはり続ける。ロータリーソングは月替わ

りとする。事業は原則として、昨年度の事業を継続す

る。献血に関しては再検討、台湾のロータリークラブ

との友好関係促進。ローターアクト会員増強に協力。

ＲＹＬＡに協力・参加を促す。国内ロータリークラブ

との姉妹提携・身体障害児の学校への外出サポート・

創立記念碑付近の整備等については、要望が強ければ

考える。強い要望があれば詳細を執行部にお伝えくだ

さい。その他、ＩＤＭを３回、クラブフォーラムを２

～３回予定。同好会をメイキャップとして認めない。

クラブ定款・細則・慶弔規定を改訂する。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山東 RC ７月２０日（木）→７月２０日（木） 

18：30～ 和歌山東急イン屋上 

（みなと祭、花火観賞） 

 岩出 RC   ８月１７日（木）→８月１７日（木） 

          ビアガーデン例会（夜間） 

ホテル いとう 

○休会のお知らせ 

 岩出 RC  ８月１０日（木） 

 

７．2005～2006年100％出席(通算)表彰   (敬称略) 
31 年 宮田敬之佑 岡田雅晶 
30 年 中村雅行 楠部賢計 奥村匡敏 上南雅延 
29 年 西川富雄 
28 年 平尾寧章 
27 年 林 孝次郎 山野 明 大澤祥宏 
25 年 角谷勝司 
22 年 新垣 勝 田村能孝 上中嗣郎 嶌村佳郎 
20 年 宇恵弘純 山名正一 
18 年 深谷政男 深谷政男 木地義和 山東剛一 

山本敬作 
17 年 田中丈士 名手広之 
16 年 土井元司 岩井克次 
15 年 小椋孝一 宮田貞三 谷脇良樹 大川幹二 
13 年 中尾享平 
12 年 塚本義信 
11 年 桑添 剛 

 10 年 吉田昌生 
  9 年 花田宗弘 塩崎博司 
  8 年 岸 友子 
  7 年 田村健治 
  6 年 山畑弥生 
  5 年 吉野 稔 山田耕造 寺下 卓 上野山雅也 
  2 年 青木美典 中西秀文 
  1 年 阪口洋一 柳生享男 
  
８．次回例会 
第 1452 回例会 平成１８年７月 24 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
９. 閉会点鐘 

 



＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

角谷勝司君  昨日、和歌山マリーナで新船の進水式

を行い、柿本神社さんにお祓いしてい

ただきました。来賓は田中さん１名の

つもりでしたが大勢のエビス会の方

が参加していただきまして有難うご

ざいました。 

中尾享平君  新役員・理事さんご苦労様。 

吉田昌生君  新垣先生はじめ皆様方これから１年

間ごくろうさまです。会長挨拶期待し

ています。八日の夏祭り、野上八幡宮

の鼓々楽太鼓で花を添えていただき

ました。 

谷口誠也君  サンコー丸進水おめでとう。 

深谷政男君  サンコー丸進水おめでとう。 

寺下 卓君  土曜日 OG 会有難うございました。飲

みすぎました。山畑さんごめんなさい。 

木地義和君  角谷さん新船の進水おめでとうござ

います。 

山名正一君  昨日の医師会コンペ、田村先生ご苦労

さまでした。 

吉野 稔君  新垣会長・山田 SAA すみません。木地

さんお世話にかけます。 

 

 

同好会・親睦会ニュース 
 

○新品会例会 

 新品会の今年度

第１回例会を７月

11 日（火）午後７

時より和歌山の韓

国料理店『ジンダ

リ』で行いました。出席者は新垣・吉野・西川・横出・

青木・土井・中西・阪口（敬称略）の８名で和気藹々

とした雰囲気の中で大いに飲み、食べ、歓談しました。

今年度の海南東 RC は会長始め役員・理事が新品会の

会員であり、その責任は重大であるとの認識の基に各

自やるべきことは責任を持って実行し、クラブ活性化

のため最大限の努力をすることを確認しました。 
 
 
 
 
 
 

ＲＩ会長メッセージ 

親愛なるロータリアンの皆様 
 
 ロータリーは、個々の部分の集まりである以上の存

在です。クラブや地区の活動、奨学金や交換活動、大

規模で多様な人道的プロジェクトなど、ロータリーの

すべてのプログラムは、それぞれ目的を異にしていま

す。世界中のどの２つのクラ

ブをとっても同じではなく、

このような多様性こそが私

たちの強みとなっているの

です。 
 世界中のどこにでも、より

良い未来を築くことが可能

だということ、そして、寛容

の精神、違いに対する容認、

高い倫理的価値は、成功へ

の障壁ではなく、むしろ成

功へ至る道なのだということを、私たちは共に世界に

示していきます。倫理的課題が山積みとなっている今

日の世界においては、平和の構築にとって、国家間の

協力と違いに対する容認が不可欠です。そんな中にあ

り、ロータリーは、人々が切に必要としている決然と

した高潔さ、国際的な協力、ボランティア精神の模範

を示しています。2006-07 ロータリー年度の私のテー

マ、｢率先しよう｣ は、ロータリアンが世界を変える

力を持っているという私の信念をあらわしています。

親睦と奉仕を通じて明るい未来をもたらすために、

120 万人のロータリアンが力を合わせて率先して行

くのです。今日の世界は、スターではなく、真の英雄

を必要としています。ロータリーにいる私たちは皆、

多忙な日々を送りながらも、ベストを尽くそうとする、

普通の人々です。私たちは、幾千にも異なる方法で、

世界をより良く、より健全かつ安全にするために黙々

と活動しています。私たちロータリアンは、奉仕を選

ぶ際に、感情のなすがままではなく、実用と必要性に

基づいて立ち上がらなければならないと、私は強く信

じています。真のニーズが何であるかを見極め、柔軟

で協力的な姿勢で活動に臨まなければなりません。ロ

ータリーの奉仕は一方通行であってはなりません。す

べてのプロジェクトは、私たちが援助する人々と協同

して行わなければならないのです。 

 世界中には、数え切れないほどの途方も無く大きな

ニーズが存在します。ロータリアンとしてそれらすべ

てを満たしたいと思うのは当然のことですが、同時に

私たちは実用性を重んじ、もっとも必要とされている

ところに努力を注いでいかなければならないことを

心得ています。このことを踏まえて、私は、水保全、

識字率向上、保健および飢餓、ロータリー家族を、

2006-07 年度の強調事項として選びました。 

 ロータリーの外では、発展途上地域で清潔で安全な

飲み水が不足しているという事実に対する認識があ

まりに低いのが現状です。もし自然災害が 1日に 6

千人の 5歳以下の子供の命を奪ったとしたら、それは

新聞の一面記事となるでしょう。しかし、水系伝染病

によって、毎日、6千人の子供が命を失っている事実

を知る人は少ないのです。このような問題は、地元で

の小規模なプロジェクトを通じて、非常に効果的に取

り組むことができますし、長年にわたってロータリー

のプロジェクトが取り上げ、成果を収めてきました。

私は、ロータリー世界各地のクラブや地区に、この活 

RI 会長  

ウィリアム（ビル）・ボイド



動を引き続き展開し、必要とされている場所ならどこ

ででも、一つ一つの地域社会に、清潔な飲み水をもた

らすために活動していただけるよう奨励いたします。 

 本好きな家庭に生ま

れ育った私にとって、識

字能力は大変重要であ

り、識字能力が社会にも

たらす恩恵は計り知れ

ないほど大きなもので

あると考えています。識

字能力は、国家における

民主主義、安定、繁栄の

必要条件です。それは、

貧困の輪から抜け出す

可能性、そして次世代に

より良い生活をもたら

す可能性を秘めています。識字率向上は、多くのＲＩ

会長の優先事項となってきましたし、今後もそうあり

続けなければなりません。 

 保健および飢餓は、ロータリー・クラブが地元で行

っている活動の多くで取り上げられている問題です。

これらのプロジェクトはロータリーの奉仕の中核で

あり、ポリオ・プラスというすばらしい業績を生み出

しました。私たちは、ポリオの撲滅が実現するまでこ

の活動を続け、また、ロータリーの名を世界中に知ら

しめている数多くの多様な保健プロジェクトや飢餓

救済プロジェクトを今後も実施していかなくてはな

りません。 

 私は、今年度、再びロータリー家族を取り上げ、ロ

ータリー家族のすべての人々に等しく思いやりの心

を持つことを強調したいと思います。ロータリーの将

来を健全に保つためには、青少年交換、インターアク

ト、ローターアクトといった青少年プログラムが不可

欠です。これらのプログラムは、次世代に、誠実さ、

寛容、無我の精神を育み、ロータリーの活動を助長す

るものです。ロータリー家族とその配偶者を思い遣る

ことで、ロータリーの結束力は一層強まります。 

 2006-07 年度、ロータリーが各個人にもたらすこと

のできる可能性、そして各個人がロータリーにもたら

すことのできる可能性を中心に取り組まれるよう、世

界中のロータリアンにお願いしていく所存です。共に

協力し、さらなる成功へ向けて｢率先しよう｣ではあり

ませんか。また、引き続き真のニーズを特定し、地域

社会や諸団体と協力しながら、これらのニーズが理想

主義や夢想ではなく着実な努力と確かな知識に基づ

いた、実用的かつ持続可能な方法で取り組まれること

をこの目で確かめていこうではありませんか。 

 私たちロータリアンは、より良い世界を夢見るだけ

では十分でないことを知っています。より良い世界は、

慎重な計画、誠実な協力、ひたむきな努力によっての

み実現するのです。 

 私たちロータリアンは、実現をただ待ち望むだけで

はありません。共に、｢率先しよう｣のテーマを実践し

ていきましょう。 

 

世界食糧計画が 
ＲＩのポリオ撲滅活動を顕彰 

世界で 20 億人以上の子どもたちをポリオから解放

した世界ポリオ撲滅計画における国際ロータリー（Ｒ

Ｉ）の貢献をたたえ、国連世界食糧計画（ＷＦＰ）は、

ＲＩに対し「ＷＦＰ最高人道支援賞」（ WFP 
AwardforExemplary Humanitarian Leadership）を

授与しました。6 月 18 日、デンマーク・コペンハー

ゲンで開催されたＷＦＰ国際会議の中、ジェームス・

モリスＷＦＰ事務局長からビル・ボイドＲＩ会長に同

賞が手渡されました。また、受賞晩餐会には、コフィ

ー・アナン国連事務総長も出席しています。受賞スピ

ーチの中で、ボイド会長は「先例のないほど大きな規

模で、政府、組織がポリオ撲滅活動に協力したことに

よって、世界で 99％のポリオから解放されました」

と述べ、「ポリオ撲滅活動で発揮した計画性とチー 
ムワークは、ＷＦＰが取り組んでいる世界的な飢餓追

放という目標にも応用できます。一人では限界があり

ますが、一緒にやれば最善を尽くすことができます。

飢餓を追放するために共に歩む一歩一歩が賞賛に値

するものです」と続けました。 
 
「私の好きな一字」原稿募集 
『ロータリーの友』では、7月号から「私の好きな一

字」欄を新設し、会員の皆さまが心に抱いている一字

をご紹介しています。原稿要領は下記の通りです。 

いつも心にある「一字」を肉筆（自筆）でお書きくだ

さい（ペン・筆・マジック・その他、何を使って書か

れてもかまいません。また用紙は問いません）。 

なお、お送りいただくときは、用紙に必要事項をご

記入の上、肉筆で書かれた「一字」に折り目がつかな

いようにしてください。文字の大きさは問いませんが、

大きい場合は、縮小して掲載させていただきます（掲

載サイズは、縦組み「私の宝物」欄の写真の程度を目

安にしてください）。 

その他必要事項：別紙に地区番号・クラブ名・お名

前・その字が好きな理由（100 字以内） 
また、取捨選択は、ロータリーの友常任委員会なら

びにロータリーの友編集部にご一任いただければ、幸

甚と存じます。 
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