
 
 
 
 
 
 
 

第 1464 回例会 18 年 11 月 6日(月) 
   海南商工会議所   17:00～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．国歌斉唱             「君が代」 
３．ロータリーソング        「奉仕の理想」 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 61.14％ 前回修正出席率 82.86％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さん今晩は。先月の

夜間例会に引き続き、今

日は二回目の時間変更に

よる例会です。 
皆さんの評価をＩＤＭ

でお聞かせください。 
 今月は、先月の米山月

間に続いて、ロータリー

財団月間です。何かと物

入りで恐れ入りますが、

ご寄付の協力お願いしま

す。後日、委員長から財

団活動についての説明があるかと存じますが･･･。ど

ちらも年間を通じて募集していますので、都合の良い

ときによろしくお願いします。 
 お手元に“ガバナー月信１１月号”が届いていると

思います。“ロータリーの友”にはロータリー財団に

ついて１５ページにわたって掲載されています。お目

通し下さい。 
 もう既に、お飲み戴いていると思いますが、先日の

彰化東南ロータリークラブ訪問時のお土産の紹興酒

もございます。夜間例会は親睦中心でと考えておりま

すのでごゆっくりお楽しみ下さい。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ  
   11 月 17 日（火）→11 月 17 日（火）19:00～ 
                 ごゆっくり 
  

新宮ＲＣ 
    11 月 29 日（水）→11 月 29 日（水）7:00～  
        早朝清掃例会「熊野速玉大社境内」 
○休会のお知らせ 
 新宮ＲＣ 11 月 22 日（水）        
 

 

７．次回例会 
第 1465 回例会 平成１８年１１月 13 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

５. 閉会点鐘 

 

 
 

１１月のお祝い 
○会員誕生日 
 １日 早川 満君   １１日 大川幹二君 
 １日 谷口誠也君     １４日 奥村匡敏君 
 ３日 山野 明君    ２５日 花畑重靖君 
 ４日 前田洋三君    ２７日 深谷政男君 
 ５日 西峰義文君    ２９日 岩井克次君 
 ９日 吉田昌生君 
○奥様誕生日 
 １日 山名道代様    ２６日  木地チズヨ様 
２１日 林 美紀様   
○結婚記念日 
 １日  寺下 卓君  １２日  井本充彦君 
 ２日  西峰義文君  １２日  奥村匡敏君 
 ３日  田村健治君  １６日  楠部賢計君 
 ３日  上田善計君  ２１日  花田宗弘君 
 ５日  宮田貞三君  ２２日  中村雅行君 
 ６日  塚本義信君  ２３日  西川富雄君 
 ８日  岩井克次君  ２７日  林孝次郎君 
 １１日 田村能孝君 
○一般ニコニコ 
宇恵弘純君  １１月３日に警察友の会の行事を“ふ

れあい公園”で盛大に行いました。    

これは友の会の会員と駐在所等で頑

張っている警察官とが親睦を深める

ための催しとして行い１００名弱の

方々に集まっていただきました。 
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花畑重靖君  今月は“ロータリー財団月刊”ですの

で宜しくお願いします。 
中村文雄君  警察友の会の行事でパークゴルフに

参加させていただきました。 
山畑弥生君  皆さんと一緒に警察友の会の行事に

参加いたしました。 
林孝次郎君  中村文雄さんには私の手伝いをして

頂いており大変助かっております。 
山名正一君  警察友の会の行事に参加いたしまし

た。 
小椋孝一君  １０月は米山月刊で、皆様に大変ご無

理をお願いし有難うございました。 
中村雅行君  県公平連合会会長に就任しました。全

国公平委員会連合会副会長に選任さ

れました。総務大臣表彰をいただきま

した。 
前田洋三君  本日、社会福祉協議会より海南飲食業

組合に感謝状をいただきました。新垣

会長有難うございました。 
塩崎博司君  先週の３日に、宮田貞三さんの案内で

魚釣り楽しませてもらいました。 
山畑弥生君  小椋さん昨日はお世話になり有難う

ございました。 
土井元司君  小椋さんお世話になりました。 
新垣 勝君  小椋さん、土井さん、山野さんお世話

になりました。 
山田耕造君  １１月４日（土）龍神の奥の冷水山で

紅葉を楽しんできました。１３００ｍ

位の山ですが頂上は少し冷たかった

です。 
 

 

 

 

オージー会（オーストラリア世界大会参加者の会）

岡田先生ご夫妻、宇恵さん、

岩井さん、山畑さん、岸さん、

寺下の７名のメンバーは１０

月３１日に海南「ささら」及

び「クロス」で親睦会を開き

ました。今回は誕生日を迎え

られた岸さんの誕生会でもあ

り、楽しい一日でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第８回日韓親善会議 
 

「近くて遠い国」と

言われる韓国と日本

ですが、「近くて近い

国」でありたいと願

うロータリアンの思

いが結集、1,052 人

のロータリアンと家

族がソウルのグラン

ド・ハイアット・ソウルで一堂に会しました。 

 オープニングでは韓国の民族衣装を着た子どもた

ちが日本語の歌を熱唱し、日本からの来た人々に、韓

国のロータリアンたちの歓迎の意が伝わってきまし

た。韓国の議長、実行委員長からの歓迎の言葉に続き、

日本からは丸山宏日韓親善委員会委員長が、韓国のロ

ータリアンに対するお礼を述べ、「今日のように韓国

と日本のロータリアンが直接に会って、お互いのロー

タリアンが意見を交換し友情を分かち合うことは、ロ

ータリーの目的でもあり、国際理解と親善を目指すも

のです」と続けました。韓国の金光泰国際ロータリー

（ＲＩ）理事は、「ロータリー運動を成功に導くのは、

コミュニケーションです。ですから、この会議はこれ

までにも増して重要な意味をもっていると思います。

私は、この度の 2日間にわたる親善会議で両国間の青

少年交換計画を中心とする、青少年交流が強化される

ことを願っています」と述べました。日本の重田政信

ＲＩ理事は「日本と韓国のロータリーは似たところも

ありますし、異なった点もあります。ビル・ボイドＲ

Ｉ会長が言われますように、多様性こそロータリーの

もつ強みです。その多様性をこの会議通じてお互いに

認識し、われわれの新しいビジョンを生み出すことに

大きな意味があると思います」と述べました。 

 出席者は、テーブル番号が指定され、日本と韓国の

ロータリアンが一緒にテーブルを囲むようになって

いました。日本語、ハングル、英語、言葉は十分に通

じない場面もありましたが、それぞれが手振り身振り

も交えながら語り合った晩餐会は、お互いを理解し友

情を分かち合う絶好の機会となりました。第 2 日も、

韓国の伝統的な楽器や踊りで日本のロータリアンは

韓国の文化を十分に堪能することができました。また、

日韓それぞれのロータリー現況報告では、活発な活動

を報告するとともに、それぞれの報告者が日韓協同の

プロジェクトや交流について紹介しました。特別講演

で李御寧氏は自身が研究をしている「じゃんけん文

化」について話し、聴衆の興味をそそりました。 

 最初から最後まで、今回の会議を主催した韓国のロ

ータリアンの会議に寄せる熱い思いが表れた会議と

なりました。次回は、2007 年青森で開催されます。 

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 


