
 
 
 
 
 
 
 

第 1455 回例会 18 年 8月 21 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      「四つのテスト」 
３．お客様紹介  

 ガバナー補佐 前窪 淳弘(海南RC) 様 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数51名 出席免除会員1名 

  出席率 72.86％ 前回修正出席率 82.86％ 

 

５．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。前

窪ガバナー補佐さんよう

こそお越し戴きました。

後ほど卓話とクラブ協議

会をご指導戴きます。よ

ろしくお願いします。雑

誌・広報委員長の上中さ

ん、週報・ＩＴ委員長の

阪口さん、委員長会議出

席ご苦労様でした。また、

土井さんには米山奨学生

のカウンセラー研修ご苦労様でした。 
先日、海南 RC・海南西 RC との３ロータリー会長

幹事会に吉野幹事と出席してまいりました。ガバナー

公式訪問の合同例会プログラムなど情報交換しなが

ら歓談してまいりました。 
８月９日第２回の理事会を開催しましたので報告

申し上げます。クラブ定款・細則の改定案が了承され

ました。近いうちに例会に提出しますので、よろしく

お願い申し上げます。夜間例会の開始時間ですが、サ

マータイムの終わる１０月、１１月は午後７時開始と

します。ただ、日が落ちるのも早くなる時期ですので、

食事は今までどおり６時半ごろからできるように配

慮します。１２月以降については、皆様の意見をお聞

きしながら決めていきます。今年中にＩＤＭ１回とク

ラブフォーラム１回を予定しております。会員の皆様

のご意見をお聞きする機会とさせて頂きます。前回の

例会で地区大会の会計報告がございました。地区大会

当日にご協力戴いたコ・ホストクラブの海南 RC・海

南西 RC への謝礼が含まれていませんでしたので、協

議の結果、１０万円を各お支払いすることに決定し、

既に実行しています。予算の項目にありませんが、ご

了解お願いします。  
 お盆も終わりましたが、残暑が尚厳しい毎日が続い

ております。どうかお体には気をつけて、引き続き例

会への出席をお願いします。  
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
有田 RC 8 月 31 日（木）  8 月 31 日（木） 

        18：30～ 寿志忠 
海南西 RC 9 月 7 日（木）  9 月 4 日（月） 

     18：30～海南保健福祉センター 
      ガバナー公式訪問 海南 3 クラブ合同 

 

７．委員会報告 

○会長 新垣 勝 
 ロータリーには、難しい言葉がたくさんあります。

新入会員の皆さんにロータリー情報集をお渡しいた

します。字引のような本で分かりやすいと思います。

参考にして下さい。 
 

８．ゲスト卓話    ガバナー補佐 前窪 淳弘様  
 みなさん今日は。海南東

RC が出来る前、実は私が

ここに入らせて頂く予定

でした。御門の魚井さん、

吉田金物さん等、海南 RC
のメンバーにロータリー

とはとか、色んな事をおっ

しゃって頂いて此処のメ

ンバーに入る事を薦めら

れましたが、兄貴が入れて

貰っていないのに、私が入れて貰うのは無理ですとい

う事でお断り致しました。そしたら兄貴が入れて頂い

て、此処で本当に人生を勉強させて頂いたと思ってお

ります。 
 兄貴と私は、12 歳違いますので親父みたいな感じ

でございまして、本当に好い兄貴でございました。先

日、三回忌をやらせて頂いて、やはり家族から出る言

葉は、海南東 RC で本当にお世話になったのと特に娘

は力説しておりました。それは、家で居れば只〃テレ
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ビを観たり、草抜きをしたり、仕事では何一つ文句 
を言わないで、実直に黙々と仕事をするだけという人

間でした。海南東 RC へ入れ

て頂き、最初の会長をさせて

頂き、カラオケやゴルフも教

えて頂いて、勿論カラオケな

んか進んで歌うような人と

違いました。それが、周囲の

皆さんが良かったお陰で、も

う今は亡き吉田さんや小嵐

さんなんかとあの世で、たぶ

んカラオケやゴルフを盛んにやっていることと思い

ます。こんな席からではございますが、本当にお世話

になりました。そして、これがロータリーだと私は思

っております。  手続き要覧やクラブ細則も大変大

事でございますが、やはり人間関係を密にし、そして、

お互いに先程歌いました「四つのテスト」を中心にこ

れがロータリーなのだと思います。 
親父と私は海南 RC、兄貴が海南東 RC でお世話に

なり、兄貴の子供が海南西 RC でお世話になり、和歌

山南では、もう一人の兄貴がお世話になり、ロータリ

ークラブが無かったらどうなっていたかな？とたま

に思うことがございます。ロータリーには、だいたい

一人お付合いも含めて年間最低 50 万円は要ります。 
それが、30 年続けて 1,500 万円、それで家族が 5 人

入って、この家族どうなってんのやろ？そこにおいで

になる、山野さん、中村さん、向井さん、嶌村さん、 
元会員の上田文亮さん、同級生ですが、皆さんそうし

て入れて頂いて倫理を学び、先程、新垣先生がロータ

リーは、個人個人や、そしてクラブがあって、地区が

あるとおっしゃいましたがその通りだと思います。 

大人になって倫理を学ぶ場所が他にはございません。  
 私は、新聞記者に成って少しでも社会の為に正義を

全うして死のうという覚悟で学生時分は思っており

ました。何時、何処で何の為に何をするか、その記事

と写真と広告を勉強したつもりです。新聞の読み方は、

色んな見方で読み方があります。そういう諸々の新聞、

そして私の卒業論文は、「テレビが子供に与える影響」

ということでした。僕等が高校 1 年の時にテレビが出

ました。既に 51～2 年経っております。そこで、一

生懸命マスコミについて勉強しました。マスコミを網

羅して、出来たら議員さんにでもならしてもらって、

一寸でも世の中の為にと思っておりました。其の時、

習ったのは新聞というのは、スピードと、そして正確

に正義をもって報道するということでございました。   
そういうことを習ってきたのですが、倫理というのは、

一般教養で一冊の本を何とか試験で通ったら良いわ

という、どうでもいいような倫理を習っただけでござ

います。それがロータリーというもの、そんなボラン

ティアなら個人でやったらいいやないか、和歌山南

RC の兄貴が「JC 入れて貰えとか、ロータリー入れ

て貰って勉強せえ」とか言いましたが、そんなものは

自分の気持ち次第で一寸でも世の中の為に、そしてそ

れを遣る事によって必ず家族に返ってくるのだ、友達

に返ってくるのやと、私の人生いつでも円（まる）で

考えて、1 番良い時は円（まる）の天で、1 番悪い時

は円（まる）の下やと、だけど必ず又元へ戻ると、そ

れは、世の中の為に出来ることを遣らせて頂く事によ

って、そうなるのやという教育を受けていましたから、

ロータリーに入って団体でせんでも 1 人で十分出来

るやないかという事でロータリーに入る前に保護司

になりました。あるお寺の僧侶さんが体調を悪くされ

38 歳の時、代わりに遣らせて頂くことになりました。 

もう 31 年になります。ボランティアは、一寸でも罪

を犯した人（子供）の助けになればそれでいいのやろ

うと思っていました。ところが、ロータリーに入会し

て初めに目から鱗でした。倫理というものを勉強させ

て頂きました。これは本当に自分の人生で良かったな

と、山野さんや中村さんと一緒にずっと仕事を遣らせ

て貰っていますが、そのメンバーがこれだけロータリ

ーに入れて頂いて、それなりの考えだったら、お金も

お金ですが、その気持ちは皆通じ合えるものがござい

ました。そのロータリーの精神というのを、周囲、親

父、家族から勉強させて頂いたお陰で私は、ここで立

たせて頂いているのだと思っております。それはあく

までも周囲であり環境であります。兄貴もそういう良

い環境の下で亡くなる時は、岡田先生にお世話になり、

皆さんに心を痛めて頂き、本当にこんな席で唯〃御礼

を言いたいばかりに今日やってまいりました。本当に

ありがとうございました。学徒動員に行って戦争も経

験した兄貴です。もし、この場に兄貴が居ったら私は

到底こんな話は出来ませんし、この様な場へ来させて

貰えません。  
 ガバナー補佐が海南に廻って来た時に、あっちこっ

ちにお願いに行きましたが誰も受けてくれず、その当

代の会長さんを私がお願いに行ったし、3 年前の 50
周年の時にもそれを言われまして、50 周年を私がや

るという条件で同級生の川口さんに受けて貰った事

もあり、会長さんの為にも仕方なく受けさせて頂きま

した。海南東 RC、海南西 RC、海南 RC は、皆家族

ですので、難しいこと考えずに何とか仲良くいけたら

と思っております。それがロータリーだと思います。 
 先日、有田、有田 2000RC の初例会に招かれて行

って来まして、大変感心したというよりもビックリし

ました。それぞれ 3 クラブの会長、幹事さんが、そこ

の初例会に出席され、親睦とロータリーについての勉

強会をしていました。海南 RC の場合は、海南が東を

創り、西を創って来ましたが、そういう後のホローは

どうなっているかと思い、先日、海南西 RC へ行かせ

て頂きましたが、実に和気藹々と仲良く遣っていまし

た。有田は、初例会が協議会であります。机も協議会

ように最初から並べられていて、例会後直に協議会に

入り、1 年間の計画と報告をされていました。私は、

来年で 70 歳になるので、もうロータリーなんてどう

でもいい、それよりも何とか借金を少なくして次の代

へ譲らないと、そればかり考えて毎日を過しておりま

したが、ガバナー補佐にならせて頂いて初めてロータ

リーでは、皆さん大変頑張っているのだなーと、つく

づく思いました。どうぞ、この後の協議会でも、楽な

気持ちで皆さん報告なさって、それを聞かせて貰って

故 前窪 紀文様 



自分等で切磋琢磨して、私の様な者が言える立場じゃ

ございませんが、１人１人がロータリーで倫理を学ぶ

場だと言っているのに、「これで如何ですか、これで

如何ですか」という様なことがロータリーではないと

私は思っております。先程から、ビックリしているの

ですが、海南東 RC さんは新入会員さんが前の席に座

って、古い会員さんが一番後ろへ座られ、皆全部平等

で会費も皆一緒だと、これがロータリーの良いところ

だと思いました。海南 RC の場合は、やはり古い人が

前に来て、新しい人が後ろにいるので、これはあかん

なぁ～と勉強させて頂きました。 
とりとめもない話になりましたが、私の気持ちは、

唯〃兄貴に対する御礼を申し上げたいと思いまして、

新垣さんの友情に感謝したいと思います。本当にあり

がとうございました。 
 

９．次回例会 
第 1456 回例会 平成１８年８月 28 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
  

10. 閉会点鐘 

 

○クラブ協議会 

 

 

 

 

中西 秀文君  北野上小学校創立 100 周年記念プ

レイベント第 1 段として、盆踊り

大会（8/12）を開催し大盛況でした。 
上中 嗣郎君  広報、雑誌委員長会議に出席しまし

た。 
土井 元司君  忙しいお盆でした。米山奨学生夏期

交流研修会（8/19 日）に参加しま

した。西川さん同行ありがとうござ

いました。 
西川 富雄君  前窪様、本日は御苦労様です。一昨

日、米山のカウンセラー研修会に土

井さんと参加しました。乗せてもら

ったので、交通費をニコニコへ入れ

させて頂きます。  
小久保 好章君 岩井さんアクトの例会（8/9 日）出

席とアクトのメンバー御紹介頂き

ありがとうございました。       
平尾 寧章君   前窪ガバナー補佐様、卓話、クラブ

協議会御苦労様です。 

楠部 賢計君  前窪ガバナー補佐様、本日は宜しく

お願い致します。 
山名 正一君  前窪ガバナー補佐様、本日は御苦労

様です。 
大川 幹二君      〃          
新垣   勝君      〃       

週末、孫と楽しく過ごしました。   

小嵐さんの初盆にお参りに行って

来ました。 
吉野   稔君  前窪ガバナー補佐様、本日は御苦労

様です。 
山田 耕造君        〃          
        昨日、手のりやまがらの写真を撮り

ました。  
 
 

 

 

 

 

2006－07 年度国際ロータリー 

テーマロゴの意味するものは？ 
 

2006－07 年度国際ロータリー（ＲＩ）テーマ「The 

lead the way（率先しよう）」のロゴマークの意味に

ついて、何人かの会員の方からロータリーの友にご質

問をいただきました。そこで、ウィリアム・ボイドＲ

Ｉ会長に、その意味を伺いました。以下が、その返事

です。 

 

ロゴマークは、私たちＲ

Ｉのデザインチームが作

成したものです。そこで、

彼らに、あなたの質問につ

いて聞いてみました。 

  Lead the way（率先しよ

う）のロゴは、ロータリー

のリーダーシップと奉仕

があらゆる方面に行き渡ることを表しています。たく

さんの色は、地域社会において、また世界において、

ロータリーの多様なリーダーシップの役割を示して

います。その色とは、ニュージーランドのパウア貝（あ

わびの一種）のオーシャングリーンとダークブルー、

ロータリーの色である金色と青色（ロイヤルブルー）、

自然と成長を象徴する緑色、思いやり（温かさ）を表

すオレンジ色、紫色は他者を激励する色です。 

 

2007年国際ロータリー 

第98回年次国際大会 
2007年6月17～20日・米国ユタ州ソルトレークシティー 
 

大会の主要会場は、米国ユタ州ソルトレークシティー

のソルト・パレス会議場となります。 



Rotary の最大の

年次集まりで世界

中から家族、友人と

ロータリークラブ

会員に加わってく

ださい！ 

アメリカ西部地

方は 98 回目の年次

RI 大会の舞台です。そして、2007 年 6 月に 17-20 に

予定されます。ユタの州都は、大きい都市の全てのア

メニティを誇ります。世界に通用する宿泊設備、娯楽、

食事と文化、そして、ソルトレークシティはその市民

によって話される 80 以上の言語で歓迎いたします。

毎日の本会議で世界中から何千ものロータリークラ

ブ会員と並んで Rotary の大きさと強さを経験してく

ださい。今年のプログラムはセンセーショナルな娯楽

を計画しています。そして、式典（マオリ語（ニュー

ジーランド）歓迎と有名なニュージーランドオペラ歌

手マルビーナメージャー夫人による公演を含む）を開

催いたします！ 

http://www.rotary.org/events/conventions/2007/i

ndex.html 

 

Ｇ8 がポリオ撲滅活動への支援を継続 
7 月に開催された、Ｇ8サミット（主要国首脳会議）

において、今年もポリオ撲滅が議題になりました。 

首脳国代表は、グローバルな保健問題のとして、ポリ

オ撲滅への財源支援を増やし、継続的に協力するよう、

各国政府に訴えました。世界保健機関（ＷＨＯ）をは

じめとする保健関連の国際機関は、Ｇ8の意向に賛同。

今回のサミットを通じて、疾病の脅威に各国政府が中

心となって取り組むことが明らかとなったと発表し

ました。 

 

ナイジェリアで新しい予防接種戦略が開始 
 7 月初旬、ナイジェリアでのポリオワクチン投与活

動において、新しい国家プログラムが着手されました。

予防接種プラス・デー（Plus Day）と名づけられた

新しい方策は、ジフテリア、はしか、破傷風、百日咳

のワクチン投与に合わせて、戸別訪問と診療施設での

ポリオワクチン投与を行うというものです。 
 6 月 29 日から、ナイジェリア北部の 11 州で 1,000
万人以上の子どもたちを対象にワクチン投与を実施。

かつてポリオワクチン投与に難色を示していた宗教

指導者たちからも協力を得て、成果を上げ、さらに、

ポリオ以外の伝染病のワクチン投与も強化すること

になります。 

 

新しい短期平和教育プログラムの開始 
7 月 3 日から、ロータリーの念願である平和と理解

推進のための取り組みを強化する、新しい教育プログ

ラムが始まりました。ロータリー財団では、平和およ

び紛争解決の分野における国際問題研究のためのロ

ータリー・センターの新しいクラスとして、専門家を

対象として、タイのチュラロンコーン大学で 3 か月の

英語による短期プログラムを開始。今期は中上級の国

家公務員や非政府組織の代表、教育者、国家顧問弁護

士ら 10 か国から 15 人が参加しています。平和の理

論と実践、専門的調停と紛争解決に焦点を当てたカリ

キュラムを設けており、実際に紛争に関係した地域で

活動を進めています。また、参加者を空港やカウンセ

ラーの所に送り届けるなど、このプログラムはタイの

ロータリアンたちから熱心な支援を受けています。 
 なお、2007 年 1 月と 7 月の参加者を募集中。詳細

は国際ロータリー（ＲＩ）のホームページ 
http://www.rotary.org/foundation/educational/rpcsp/index.h
tml をご覧ください。 
 また、ＲＩの日本語ホームページのダウンロードセ

ンターからこのプログラムの資料が入手可能です。 
http://www.rotary.org/languages/japanese/index.html から

入り、上記バーの「ダウンロード」、さらに「ロータ

リー財団」の項目にある「年度ロータリー平和および 
紛争解決研究プログラム申請書（091-JA）」「ロータ

リー平和および 紛争解決研究プログラム－ロータリ

アンのためのプログラム指針（104-JA）」「ロータリ

ー平和および 紛争解決研究プログラム（105-JA）」

をご参照ください。 

 

大豆がヘラートの町を変える 
アフガニスタン南西にある創立 1 年目のヘラート

ロータリークラブが、何万もの人々に恩恵を与え、地

元経済を発展させる可能性を秘めた農業プロジェク

トを開始しました。 
大豆を新たな食糧源およ

び換金作物として導入し、女

性や子どもを中心とする栄

養失調の軽減や、海外市場に

おける国内農業者の競争力

向上を狙いとするプロジェ

クトであり、クラブ直前会長のサディーク・トーフィ

ク氏は個人資金を寄付し、農林省やアメリカを本拠地

とする非営利団体の協力を得て活動を進めています。

4 月には、大豆栽培の専門家や農場経営者らが参加し、

クラブ主催の研修会を開催。 
クラブは参加した農業経営者に現金を支給し、参加

認定証を授与し、隣国のパキスタンから調達された

15 トン分の大豆を配分しました。同クラブは、ヘラ

ートに大豆処理工場を建設することを計画中。参加す

る農業経営者のために市場を設けることに加え、栄養

失調を緩和する大豆粉と豆乳を工場で製造しようと

しています。プロジェクトが軌道に乗れば、アフガニ

スタンのケシ（麻薬の原料）栽培地帯の農業経営者に

別の収入源を提供するため、ここでの収益を分け与え

ることも検討しています。詳細は国際ロータリーの日

本語ホームページ 
http://www.rotary.org/languages/japanese/index.html から

入り、画面中ほどにある「大豆がヘラートの町を変え

る」のタイトルをクリックしてご覧ください。 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


