
 
 
 
 
 
 
 

第1462回例会18年10月23日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘         副会長 大川 幹二 
２．ロータリーソング   「それでこそロータリー」 

３．ゲスト紹介    米山奨学生  王 慧芝様 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 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。先週

の例会を欠席させて頂き、

１４日から１６日にかけ

て台湾の彰化東南ロータ

リークラブを訪問してき

ました。１４日の例会、１

５日午前の観光および昼

食と、林会長初め会員・家

族の方々の熱烈な歓迎を

受けてまいりました。 
詳しい報告は、後日、林国際委員長からあると思い

ますので省きますが、友好クラブ締結はＯＫで、来年

の４月ごろ当クラブへの訪問を予定しているそうで

す。早速受け入れ準備に入りたいと思いますが、その

節には皆様方はじめご婦人方のご協力を節にお願い

申し上げます。        
尚、今回の訪問に際しては、林さん、寺下さん初め、

参加いただいた会員の方々とその奥様方にはご苦労

様でございました。それに米山奨学生の王さんの細や

かな心遣いにも感謝申し上げます。 
クラブ・リーダーシップ・プランについて、ロータ

リーの友１０月号の横組み２０ページから２３ペー

ジにかけて書かれています。国際ロータリーの理事の

文章ですので、やや弁解がましい文章になっています

が、よくまとまっていると思います。ＣＬＰを採用す

るしないに係わらず、クラブの将来にとって重要なこ

とですので、一読をお勧めします。ＣＬＰが発表され

て、まもなく３年になります。もう知らない・わから

ないではすまない時期に来ていると思いますので、勉

強のほうもよろしくお願いします。 
今月の理事会報告でございますが、彰化東南ロータ

リークラブとの友好クラブ締結を了承しました。２０

０６～２００７年度の全国ロータリークラブ野球大

会への参加を了承しました。当クラブが初めて甲子園

球場での野球大会に参加したのは、昭和５９年の５月

で、今は亡き土岐会長の時でした。１２月２日（土）

行われる「世界エイズデー」普及啓発事業への参加を

決定しまた。新年夫婦例会は１月１５日（月）にロイ

ヤルパインズホテルでの開催を決定しました。 
１０月２１日のＲＹＬＡ ＫＥＹ ＭＡＮの会議

に中西さん・小久保さん・阪口さん出席ご苦労様でし

た。ご存知の通り、来年４月２８～３０日にかけてＲ

ＹＬＡが当クラブを含むＩＭ２組担当で開催されま

す。青少年の指導者を育成するロータリーの重要な事

業であり、皆様の理解と協力をお願い申し上げます。 
この後、米山記念奨学会委員長の小椋さんの卓話がご

ざいます。私からも、米山月間でもあり｢率先しよう｣

のＲＩテーマにのっとって、一人でも多くの方々のご

寄付協力をお願い申し上げます。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ   中村雅行君 海南ＲＣ 10/18 

○例会臨時変更のお知らせ 

 橋本紀ノ川ＲＣ 10 月 24 日(火)→10 月 22 日(日) 

   17:00～ 国民宿舎 紀伊見荘 

（松茸家族例会） 

 打田ＲＣ    11 月 2 日(木)→11 月 2 日(木) 

 18:30～ ＪＡ紀の里ふるさとセンター２Ｆ 

   ガバナー公式訪問（粉河・岩出・打田合同例会） 

 海南西ＲＣ   11 月 2 日(木)→11 月 2 日(木) 

18:30～ 家族会 和歌山マリーナシティー 

｢マルセイユ｣ 

○レートの変更  11 月１日より 

 １ドル＝１１８円 

 

７．委員会報告 

○ロータリー情報委員会 山東剛一副委員長 

 情報委員会からお願いします。お手元にお配りして

いますＩＤＭのご案内ですが、リーダーの方は会場そ

の他をお決めになって事務局までご報告いただくと

ともに、１１月中に終了させていただきますよう宜し

くお願い致します。 
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８．米山功労者の紹介 

○楠部賢計君 

 

９．ゲスト卓話     米山奨学生 王 慧恵様 
『夢をお持ちですか』 
 ｢夢を見ることができれ

ば、それは実現できる｣と言

う有名な話を残したのはウ

ォルト・ディズニーであり

ます。まさにディズニーラ

ンドや数々のディズニーの

名作を通じて、世界中の

人々に夢を与え続けた有名

人の言葉だけに意味深いものがあります。将来の夢は、

大きいほど良いという言い方があります。現実的には、

どの道殆どの夢は叶わないか、大きな形でしか実現で

きないのならば、大きな夢は必要ないとも言えるでし

ょう。しかし、大きな夢は人々をひきつける魅力に満

ちているし、夢見る自由は誰にでもあるので、それが

生きがいにもなるでしょう。ホラのような夢もまた人

生において楽しいかもしれません。そのような未来の

夢は、不確実性が最も高いのも事実です。｢一年の計

は元旦にあり｣という言葉を思い出します。確かに、

１年間の行動計画とその成果の見通しぐらいは立て

るべきであろう。しかし、｢来年のことを言うと鬼が

笑う｣という諺もあります。これはあまり先の事言っ

ても意味がないことを示唆している。どちらにしても、

大きな仕事を成し遂げた偉人から学ぶことができる

とすれば、彼らはかなり早い段階から大きな夢を持っ

ていたということす。偉人のほとんどは若い頃はホラ

吹きか変人と見なされることが多かったのです。 
 私は子供の頃、病気がちで普通の子供のように学校

に通うことができませんでした。両親は私が健康で成

長できることだけを祈ったので、他のことに対し、厳

しくしてくれませんでした。たた、優等生であった姉

を見て、私もよく勉強ができ、両親の自慢できる子供

になりたいと思いました。それは私の小さい夢でした。

この夢を実現するために、私はまず体を鍛えました。

健康でないと勉強も出来ないと思いました。そして、

私は徐々に健康になって、一生懸命勉強することがで

き、夢の大学に入ることができました｡両親が｢よくこ

の子はこんなに大きくなって、大学にまで入ったね｣

と言いました。この言葉は私にとってなによりでした。

大きくなってから、私はもう一つの夢を持つようにな

りました。それは、小さい時から興味があった日本に

行って、色々な人と出会って、身をもって日本の文化

を感じて、勉強することでした。いま、日本に来て３

年間が経ちました。友達が沢山できて、楽しい毎日で

す。もちろん困ることもありましたが、それを乗り越

えて自分も成長してきました。いま、私は夢を実現し

ているところであり、夢を実現できる楽しさを感じて

います｡また、それ以上に自分を磨いてきたとも感じ

ています。それは夢が私にくれる｢プレゼント｣だと思

います。夢を持つことは本当に素晴らしいと実感して

います。なぜなら、夢はいつも夢以上のものをくれる

からです。 
 現在、私は桃山学院大学経営研究科の大学院生です。

文学研究科に一人素晴らしい女性がいます。彼女は定

年になってから大学に進学して、そして現在、大学院

生になりました。初めて彼女と出会ったのは、彼女が

研究室の廊下の休憩コーナーで一人で受験勉強をし

ていた頃です。話し掛けてみたら彼女は「定年になっ

たけれども、もう一度学生になりたい、遊びではなく

真面目に勉強したい、大学院にも入りたい」と言って

くれました。丁寧に書いたノートも見せてくれました。

その後、偶然に彼女が他の方に「私はあなた達と違っ

て、未来が見えないから先生に認めてもらうためにも

っと頑張らないといけない」と話ました。正直のとこ

ろ私はびっくりして、理解できませんでした。生活に

困っている訳でもないし、就職する予定もない状態で

どうしてあのように頑張れるのでしょうか。しかし、

私はよく考えたら判る様になりました。彼女は生活の

ためにではなく、就職のためでもなく、時間をつぶす

ためでもなく、夢のために頑張っているのです。夢は、

人に考えられないような力をくれるのです。それを彼

女が私に教えてくれたのです。夢は本当に素晴らしい

モノだと思います。それは大きな夢でも、小さな夢で

も、人間に「プレゼント」してくれるのです。その頑

張る力も夢からもらった「プレゼント」でしょう。振

り返ると、私は今までお世話になった方々に感謝して

います。夢を持った私にその夢が実現できるように応

援していただいた。私は社会に役立つ立派な人間にな

り、何かに貢献できるようになりたいと思っています。

そのためには先ず大学院で自分の専門知識をしっか

り身に付け、成果として修士論文を完成させることが

第一だと考えています。卒業した後は、勉強したもの

を生かし社会に恩返しをしたいと考えています。これ

からも、どうかご指導ご鞭撻よろしくお願い申し上げ

ます。ご清聴ありがとうございました。 
 
10．会員卓話   

米山記念奨学会委員会 

 小椋孝一委員長 

 米山梅吉さんは日本で最初

にロータリークラブを作られ

は人で、世界では８５５番目だ

そうです。この方が米山記念奨

学会の創始者であるとお聞き

しております。米山記念奨学会



の発足の構想の立案が東京ロ―タリークラブより１

９５２年に提出されておりまして、１９５３年に米山

基金の募金を開始したということだそうです。１９５

４年に奨学生の第１号として 

タイ国のソムチャードという人が選ばれております。 

ロータリーの友１０月号に米山月刊・特別座談会とし

て「人を育てる奨学会であるために」という記事が掲

載されております。また、米山記念奨学生の２００６

年の国別では、中国が３６３人、韓国が１２０人、台

湾が５９人以下マレーシア、ベトナム、インドネシア、

バングラデシュ、タイ、スリランカの順になっていい

ます。また、地区別寄付額・功労者の資料では、２６

４０地区はかなり上位にランクされておりま   

す。私は今年度、米山記念奨学会の委員長に命じられ

ました。委員長としてこの一年間、精一杯頑張ってま

いります。今月は米山月刊でございますので、寄付金

に関しましては出来るだけ目標を達成したいと思い

ますので、ご寄付を宜しくお願いいたします。 

 
11．次回例会 
第 1463 回例会 平成１８年１０月３０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

 
12. 閉会点鐘 

 

 
 
 
林 孝次郎君  台湾彰化東南ＲＣより無事帰って

きました。詳しい報告は後日いたし

ます。 
谷脇 良樹君  エレクトの時から地区の会計を預

っておりまして先日ようやく通帳

の内容をゼロにして返し、やっとお

役御免になりました。 
中西 秀文君  小久保さん、阪口さんライラキーマ

ン会議出席ご苦労さまでした。 
小久保 好章君 ライラキーマン会議に行ってきま

した（中西さんと阪口さん）。来年

４月です。皆さんよろしくお願いし

ます。 
阪口 洋一君  10/21 ライラキーマン会議に出席

してきました。 
上南 雅延君  ３年ぶりに彰化東南クラブのメン

バーとカンパイをやりました。 
土井 元司君  台湾へ行ってきまいた。皆様にお世

話になりました。 
柳生 享男君  台湾から無事帰ってきました。 
山東 剛一君  台湾から無事帰ってきました。 
寺下  卓君  彰化東南ＲＣ訪問ご苦労様でした。

参加者の皆様ありがとうございま

した。 
中村 文雄君  和歌山新報新聞に表彰された事を

記載されました。台湾彰化ＲＣへ

訪問し、合同例会にて当月の誕生

お祝いしていただき、大変感激を

受けました｡ 
新垣  勝君  台湾訪問無事終えました。先週の例

会大川さん、山畑さんありがとうご

ざいました。 
山名 正一君  先週、彰化東南ＲＣを訪問して大変

な歓迎を受け、両クラブの友好を深

めてきました。米山奨学生の王さん

にも大変お世話になりました。 
木地 義和君  久しぶりに幹事を務めます。 
山田 耕造君  先週、山畑さんありがとうございま

した。 
吉野  稔君  木地さんお世話になりました。新垣

会長、山名さん昨日お世話になりま

した。 

 

 

 

 

 10 月 14 日(土)、新垣会長をはじめ、会員、奥様 16

名が台湾・彰化東南 RC を訪問、友好クラブとして、

正式に調印を行いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

東京恵比寿ロータリークラブが 

アメリカ橋改修に貢献 
「アメリカ橋」をご存じですか。アメリカ橋は通

称で、正式名称は「恵比寿南橋」といいます。東京

都渋谷区恵比寿 4-20 にある、ＪＲ山手線にかかる

橋です。1904（明治 37）年の 4 月 30 日から 12 月

1 日にアメリカで開かれたセントルイス万国博覧



会の展示品を、当時の逓信省鉄道作業局（旧国鉄の

祖形）が買い取り、この地に架設しました。 
 そのころは、先進国の象徴として鉄の構造物が

求められた時代です。輸入した時は日本で唯一の

「鉄でできた橋」として観光名所になったといわれ、

静かな住宅地に囲まれたこの橋の上からは渋谷や

広尾の街並みが見渡せたそうです。 
 現在のものは、1970 年に架け替えられた 2 代目。

「アメリカ橋」という名前のヒットソングで一躍有

名になりましたが、街路灯もなく、毎日通る人です

ら、そこに橋があることに気づかない状況になって

いました。 

 「アメリカ橋」は、恵比寿ガーデンプレイスに

隣接していますが、この一角のホテルで例会を開い

ている東京恵比寿ロータリークラブが、ロータリー

100 周年、クラブ創立 10 周年を記念して、渋谷区

に提案、アメリカ橋を改修し、そこに街路灯をつけ

ることになりました。同クラブでは、その費用の一

部を負担するとともに、会員の専門や人脈を生かし、

さまざまな形で渋谷区と協力してこの事業を進め

てきました。 
 街路灯は、世

界的に有名な

照明デザイナ

ーの石井幹子

氏のデザイン

によるもので、

9 月 6 日（水）、

その点灯式が、

石井氏、アメリ

カ橋をヒットさせた狩人の二人と山川豊氏、大河原

良夫元アメリカ大使、桑原敏武渋谷区長なども出席

して行われました。 
 当日はあいにくの雨でしたが、近隣の多くの人

たちやロータリアンらが見守る中、街路灯に明かり

が入りました。また、テレビ局 5 社が取材、テレ

ビでこの様子や事業について放映、ロータリークラ

ブの活動を一般人々に知ってもらう絶好の機会と

もなりました。 
 点灯式も終わり、少し夜も更けてきて辺りが静

かになったころ、「なんだか急に明るくなったね」

「こんなところに橋があったんだ」「これ、アメリ

カ橋って言うのか」などと言いながらこの橋を渡る

人々の姿を見ることができました。中には、携帯電

話やデジタルカメラを取り出し記念撮影をする人

の姿もありました。 
 

南アジアで新たなポリオ撲滅活動 
世界でポリオが残っている南アジアで、新しいポ

リオ撲滅活動が展開されています。 
 インドでは、発症がウッタープラデシュ州に集中

していますが、これは経口ワクチンが汚染されてい

るとのうわさが広まり、特に貧しいイスラム家庭で

ワクチンが拒否されたことによるものです。そこで、

国家ポリオ・プラス委員会は、首都・デリーでイス

ラムの学者や地域リーダーたちを招いて会議を開

き、ワクチンを受けに来るよう呼びかけてほしいと

説得。報道機関にも訴えました。また、パキスタン

でも、国家ポリオ・プラス委員会が、感染の恐れの

ある地域を対象に、ラジオを通じてポリオ撲滅活動

のメッセージを伝えています。 
バングラデシュとネパールでは、インドからのウ

イルスのよって再感染するまでは、ポリオのない国

でしたが、保健担当員やボランティアがこれを一時

的なものにするため奮闘しています。国家ポリオ・

プラス委員長は「困難はあるが、政府と国際ロータ

リーによる支援によって撲滅への意志を固めるこ

とができます」と述べています。 

 

ポリオ（小児まひ）をなくそう！ 
日本で、ポリオ（小児まひ）という病気が大流

行して、多くの子ども

たちが亡くなったり、

体が不自由になった

りした時代があった

ことをご存じでしょ

うか。国際ロータリー

では、1985 年このポ

リオ撲滅活動を本格

的に始動いたしました。私たちは、ロータリーが創

立 100 周年を迎える 2005 年までに、世界中から、

このポリオをなくすことを目標に活動してきまし

た。ポリオの撲滅は 99％が終わり、あと 1％を残

すのみとなりましたが、残念ながら、まだ一部の地

域でポリオが発症しています。最後の 1％は紛争地

帯など、ワクチン投与のために入るのに、非常に困

難な地域に残っているのです。 
資金が不足しています。その資金を集めるため、

全世界でロータリーは「ポリオ撲滅キャンペーン」

を展開しました。日本のロータリークラブでも、地

元の祭りやさまざまなイベントなどの機会を利用

して、地域社会の人々に協力をお願いしています。

ポリオ撲滅の目標を達成するまで、世界中のロータ

リアンはポリオと闘い続けます。 

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 


