
 
 
 
 
 
 
 

第1466回例会18年11月20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．出席報告  

会員総数71名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 71.43％ 前回修正出席率 84.29％ 

 

４．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。先週で

ＩＤＭが７組とも盛会のうち

に終了したそうです。出席率

も良く有難う御座いました。 
 理事会報告ですが、今回の

世界エイズデイの啓発事業に

は、理事会のメンバーで対応

することになりましたが、今

後、引き続き奉仕事業への参

加要請がありました時には、会員の皆様のご参加をお

願いします。 
 ＩＭでのＣＬＰの発表は不肖私がやらせて頂くこ

とになりました。前もってクラブの意見をお聞きする

のが筋道ですが、予定が詰まっております。会員の皆

様には、ＩＭに参加頂き、他のクラブの意見をお聞き

いただいた上で、当クラブとしての勉強会を開催した

いと思っております。よろしくお願い申し上げます。 
 この後、花畑さんからロータリー財団情報、柳生さ

んには会員卓話をお願いしております。終わります。 
 
５．幹事報告 
○メーキャップ 

 和歌山東ＲＣ  中村雅行君 １１／１６ 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山南ＲＣ 

  12 月１日(金)→12 月 2 日(土) 

12:00～ 和歌山東急イン ＩＭ３組 

  12 月 22 日(金)→ 12 月 23 日(土) 

18:00～ 和歌山東急イン(クリスマス家族例会) 

 橋本紀ノ川ＲＣ 

  12 月 19 日(火)→ 12 月 19 日(火) 

19:00～ 「ごゆっくり」（クリスマス家族例会） 

○休会のお知らせ 

 海南ＲＣ    11 月 29 日(水) 

 和歌山南ＲＣ  12 月 29 日(金) 1 月５日(金) 

 橋本紀ノ川ＲＣ 1 月 2 日(火) 

○新例会場のお知らせ 

 和歌山南ＲＣ   2007 年 1 月 12 日(金)より 

「ダイワロイネットホテル和歌山」４Ｆ 

○ガバナー事務所からの連絡事項 

 2007年 3月 15日に地区大会の記念ゴルフ大会を予

定していましたが、諸般の事情により、中止するこ

とになりました。 

 

６．委員会報告 

○国際奉仕委員会            林 孝次郎委員長 

 ＧＳＥ（Group Study Exchange 研究グループ交換）

の団長と団員の募集が来ております。大体１ヵ月位外

国に派遣され、企業の見学とかその国の文化を勉強し

てくるのが目的です。誰か団員を紹介していただける

方があれば宜しくお願いします｡前回は花田さんに団

長としてインドに行ってもらいました。 

 ソルトレイクの国際ロータリーの年次大会の募集

が旅行会社から来ておりますので，行かれる方があれ

ば事務局か私まで連絡ください。 

   

７．会員卓話 

○ロータリー財団委員会     花畑重靖委員長 

 皆さんこんにちは。１１月

はロータリー財団月刊です。

ＲＩ会長のメッセージの中に

次のようなことが書かれてい

ます。「ロータリー財団を抜き

にして今日のロータリーを考

えることは不可能なことです。

ロータリーが人々に知られる

基にもなっています。例えば、国際奉仕プロジェコト、

各種の助成金、奨学金、それにも増してポリオ・プラ

スなどの殆どは、ロータリー財団の資金によって成り

立っているからです。財団がなければ、ロータリーは

真の国際組織として発展し得なかったでしょう。今年

度、そしてこれから先も財団への寄付の面でも、あな

たのクラブで“率先しよう”をお願いします。」皆さ

んもどうか「率先しよう」でご協力お願いします。本
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日、お願いの葉書を送らせていただきますので、ご協

力よろしくお願いいたします。 

 

○柳生享男君 

 卓話ということで色々考えて

きましたが、本日はボート競技

についてお話しいたします。先

日の日経新聞の「明日への話題」

というコーナーに積水化学の大

久保社長が書いておられた「す

ごいラストスパート」が目に止

まりました。今年、長良川で行

われた世界ボート選手権のことです。一番感動したの

は世界一流クルーのラストスパートだったとの事で

す。女子エイト決勝戦でスターとからリードしていた

アメリカを 1,800 メートルくらいで捉えたオースト

ラリア、ルーマニア、オランダの３クルーのデッドヒ

ートで結局オーストラリアが優勝しました。大久保さ

んは、こんなすごいラストスパートを初めて見たと書

いております。そしてこんなラストスパートはどこか

ら生まれてくるのだろう。精神的、肉体的に限界に達

している時に潜んでいた力を引き出したのは、「絶対

に勝つ」という８人のクルーの精神力だったと結んで

います。私はこの記事を読んで青春時代を思い出しま

した。私は高校時代から実業団の時代までボート競技

をしておりました。競技用のボートには１人乗り、２

人乗り、４人乗り、８人乗りがあります。ボート競技

で、船のことを艇といい木製とプラスッチク製のもの

がありますが、現在のものは殆どプラスッチク製が  

使用されています。この種のボートはシートがスライ

ドし、両足に力を入れ両手で持ったオールを両腕と背

筋で漕ぎます。漕ぐ距離は正式種目では 2,000 メート

ルで、競技時間は約７分くらいです。高校時代はナッ

クルフォアーという種目で、紀ノ川で毎日猛練習をし

ていました。しかし、一生懸命に練習していても全国

大会で勝つことはなかなか難しいことでした。ボート

競技で私にとって屈辱のエピソードを披露します、そ

れは２０歳くらいの時、戸田コースで行われた全日本

選手権で日本の第一人者の選手に惨敗を期しました。

その時点で私は、オリンピック出場などということは

考えられないと悟りました。嬉しいエピソードもあり

ます、それは下津女子高校を国体に出場させたことで

す。有難うございました。 

 

８．次回例会 

第 1467 回例会 平成１８年１１月２７日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

９．閉会点鐘 

 
 
 
上田善計君  先日、納税協会から表彰していただき

ました。 
桑添 剛君  私は悲しい事でニコニコを入れさせ

ていただきます｡実は夕べ、１５年間

飼っていた愛犬のハスキー犬が亡く

なりました。愛犬の名前はボギーです。 
辻 秀樹君  昨日うれしい事が２つありました。 
柳生享男君  本日卓話させて頂きます。よろしくお

願いします。 
花畑重靖君  みなさん「率先しよう」で１１月はロ

ータリー財団月刊ですので、ご協力よ

ろしくお願い致します。 
木地義和君  幹事の代理をします。 
土井元司君  納税協会より表彰されました。 
阪口洋一君  ＩＤＭ２組で皆さんのお世話になり

ました。有難うございました。 
吉野 稔君  木地さんすみません。 
山田耕造君  11 月 18 日(土)吉野の「みたらい峡」

で紅葉を楽しんできました。 
 
 
 
 
 
年次寄付が 9,420 万米ドルで 

過去最高を記録 
2005－06 年度ロータリー財団年次プログラム基金

は、過去最高の記録となる 9,420 万＄に達しました。

これは、人道的奉仕を行うにはロータリー財団が最も

有効な手段であるというロータリアンの信念を如実

に物語る結果です。この成功は、個人からの寄付額が

2001 年規定審議会で定められた一人当り 100＄とい

う目標に近づいていることを浮き彫りにするもので

す。このような寄付の傾向に基づき、クラブ目標とク

ラブの一人当たりの寄付目標予想額を考慮した上で、

財団管理委員会は、6 月の会合において 2006－07 年

度の年次プログラム基金の世界目標として1億 2,000

万＄を承認しました。 

 

財団学友の多くが 
ロータリークラブ入会を希望 

ＲＩ会員増強部が行った最近の調査によると、ロー

タリー財団学友の推定3分の2と現在のプログラム参

加者の 85％がロータリーに入会したいと考えている

にもかかわらず、実際に入会した学友は、全世界の会

員の 3％にも満たないという結果が出ました。毎年、

10 万人もの学友が誕生し、その多くがロータリアン

になる資格を備えていますが、入会の勧誘はあまり受

けていません。調査の回答を寄せたクラブのうち、勧

誘を試みたのは半分以下でした。また、学友がロータ

リアンとなることに最も高い関心を示すのは、プログ

ラム終了直後で、関心を持続させるにはロータリーか

らの頻繁な連絡が必要であることもわかりました。ロ

ータリアンになる学友を増やすには、クラブの活動に

学友を招くことやインターアクターをローターアク

ターに勧誘するなど、ほかのプログラムに関与しても

らうことなどがあります。何はともあれ、重要なこと

は学友にロータリアンになるよう勧めることです。 

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 


