
 
 
 
 
 
 
 

第 1468 回例会 18 年 12 月４日(月) 
   海南商工会議所   18:30～ 

 

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      「手に手つないで」 

４．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％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
 皆さん今晩は。先週の例会

欠席ですみませんでした。２

日の土曜日には世界エイズデ

イの啓発事業へ参加された皆

様ご苦労様でした。 
 本日は年次総会となってお

ります。後ほど次期役員・理

事の選挙がございます。よろ

しくお願い申し上げます。 
 

６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ  

  12 月 7 日（木）→ 12 月 10 日（日） 
18:30～ 花いろどりの宿花游(家族親睦忘年会) 

 海南西ＲＣ 

  12 月 14 日（木）→ 12 月 16 日（土） 
18:30～海南商工会議所４F(還暦会員の祝い例会) 

 和歌山ＲＣ 

12 月 19 日（火）→ 12 月 19 日（火） 
17:30～ ホテルグランヴィア和歌山（年末家族会） 

 和歌山中ＲＣ 
  12 月 22 日（金）→ 12 月 22 日（金） 

18:30～ 和歌山東急イン（クリスマス家族例会） 
 和歌山北ＲＣ 
  12 月 25 日（月）→ 12 月 24 日（日） 

17:30～ ホテルグランヴィア和歌山６Ｆ (家族例会) 
  1 月 15 日（月）→ 1 月 9 日（火） 

12:30～ ルミエール華月殿５Ｆ（新年初例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山ＲＣ   １２月２６日（火）、１月２日（火） 

 海南ＲＣ    １２月２７日（水）、１月３日（水） 
 打田ＲＣ    １２月２８日（木）、１月４日（木） 
 海南西ＲＣ   １２月２８日（木） 
 和歌山中ＲＣ  １２月２９日（金）、１月５日（金） 
○ガバナー事務所年末年始休暇のお知らせ 
 １２月２７日（水）～１月４日（木） 
 

７．年次総会 
次年度役員理事として次の各氏が承認されました。 

 会 長：山名正一   会長ノミニー：宮田貞三 
 副会長：花田宗弘   幹 事：上芝良造 
 会場監督：上野山雅也  会 計：宮田敬之佑 

理 事：青木美典 山畑弥生 阪口洋一 
谷脇良樹 土井元司 

 
○山名正一会長エレクトの挨拶 
 年次総会におきまして役員理事の承認をいただき

まして誠に有難うございます。 
 ２００７年から２００８年

にかけまして、クラブ細則第２

条により私を含め１１名の理

事役員が理事会の構成員とな

りますのでよろしくお願いい

たします。私がロータリークラ

ブに入会させていただいて２

１年になります。歴代の会長を

務められた皆様、現職の新垣先生のような知識はござ

いませんが、理事会のみなさん、会員のみなさんに助

けていただいて務めさせていただきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 
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 １２月のお祝い 
 ○会員誕生日 
  ９日 阪口洋一君   １７日 寺下 卓君 
 １１日 塚本義信君   
 ○奥様・旦那様誕生日 
  ４日 名手寿美江様  ２３日 宇恵恭子様 
  ６日 辻 倫子様   ２７日 中西尚子様 
 １０日 的場盛也様 
 ○一般ニコニコ 
  山名正一君、花田宗弘君、上芝良造君 

上野山雅也君、宮田敬之佑君、山畑弥生君 
  阪口洋一君、谷脇良樹君、土井元司君 
 
 
 
 
 
 
～ＲＩ会長メッセージ～ 12 月は家族月間です 

ロータリー家族 
ウィリアム B.ボイドＲＩ会長 

親愛なる同僚ロータリアン

の皆さん 
 妻のローナと私は、3月に

52 回目の結婚記念日を迎え

ます。私たちは 4人の子ども

と、今年の初めに初めて会っ

た一番小さいエメリーを含

む 11 人の孫に恵まれました。

ロータリーのことでどこに

旅行するときでも、私たちは

彼らのことを考えています。

そして、その旅行がどんなに楽しかったとしても、家

族が待つわが家へ帰ったときの喜びはひとしおです。

家族は人生にとってとても重要な存在です。 

家族への心配りをする人々の集まり 

 同様に、ロータリー家族も私たちにとってとても大

切です。ローナと私の結婚生活とほぼ同じ年月を、私

はロータリアンとして過ごしてきました。このような

時を経て、ロータリーは私の家族の一部になりました。

私たち自身の家族のように、ロータリー家族も、必要

なときには助け合いし、人生の喜びや悲しみを分かち

合うことができると思います。ロータリーの一員であ

るということは、世界中に拡大された最も大きな家族

の一員であるということを意味します。ロータリーは、

それぞれの家庭、地域社会、それにお互いのことを心

配りする人々の集まりです。そしてその心配りとは、

家族がうまくいっているだろうかというものです。 

誰一人取り残されないように 

 ロータリー家族のカギとなるアイデアは、配偶者、

寡婦や寡夫、子どもたちや両親など、すべてのロータ

リアンたちの家族を網羅しているという点です。ロー

タリーはクラブ会員たちを家族から取り上げるよう

な意図はさらさらありません。むしろ、家族も一緒に

ロータリーに巻き込む力であるべきです。ローターア

クト、インターアクト、ロータリー青少年交換といっ

たようなプログラムによって、新世代をロータリーの

奉仕の精神に導きます。ロータリー家族を強調するこ

とによって、この組織にかかわりのある人は、誰一人

取り残されないように努めます。カレンダーが最後の

1枚になるこの時期は、多くの国々で伝統にのっとっ

た祝賀が行われるときでもあります。ローナと私は、

時候のあいさつを送っていただく方々に、この機会を

お借りしてお礼申し上げたいと思います。残念なこと

ですが、私たちは皆さま全部にお返事を差し上げたい

と思ってもそれができません。ですから、私たちはロ

ータリー財団に寄付をすることで、私たちの感謝の気

持ちを表したいと存じます。 

誰もが等しく家族の一員 

 ロータリーの成功は、一人ひとりのロータリアンと

ロータリー家族の皆さんのご支援によって成り立っ

ています。家族の中では、誰かがより大切で、誰かが

あまり大切でないということはありません。誰もが等

しく価値があり、等しく家族の一員なのです。これは、

ロータリー家族についてもいえることです。私たち全

員は、より良い社会、より良い世界をつくるという共

通の目的に向かって働いています。そして、私たち全

員が、私たちの仲間と一緒に、そして、私たちの家族

と手を取り合って活動すれば、より多くのことを達成

でき、もっともっと楽しめるということを知っている

のです。 

 
着々と進むポリオ撲滅に向けた取り組み 
エチオピアやインド、ガーナなどで実施された全国

予防接種日には、世界各国のロータリアンたちが参加

しています。11 月 1～5 日にガーナで実施されたＮＩ

Ｄｓには、国内 19 クラブのロータリアンのほか、ア

メリカやカナダ、オランダなどから来たロータリアン

とその家族 150 人近くが参加し、5 歳以下の子どもた

ち約 600 万人にポリオワクチンを投与しました。ロ

ータリーの努力によって、ガーナではここ 3 年ポリオ

は発症していませんが、再発防止などの目的でワクチ

ンの投与が実施されました。ポリオ撲滅を最大目標の

一つとして掲げるロータリーは 2006 年中、1,900 万

米ドルを超す額を、ポリオ発症国と、再発の危険のあ

るそれら隣国でのポリオワクチン投与の活動のため

に拠出。これによって、ロータリーがポリオ撲滅に対

して拠出した総額は、約 6 億 1,600 万米ドルになりま

した。また、世界ポリオ撲滅計画として、国際ロータ

リーとアメリカ疾病対策センター、ユニセフとともに

活動する世界保健機関（ＷＨＯ）の新事務局長、マー

ガレット・チャン氏は、11 月 9 日にジュネーブで開

催されたＷＨＯの総会において、ポリオのない世界実

現の目標を達成すると約束。ロータリーにとっても心

強い発言を得ました。 

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 


