
 
 
 
 
 
 
 

第 1485 回例会 19 年５月７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       「四つのテスト」 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数40名 出席免除会員1名 

  出席率 57.14％ 前回修正出席率 81.43％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 

みなさんこんにちは。 
４月２４日（火）は有田

南ＲＣの３０周年記念例

会に出席してきました。韓

国の友好クラブの人達も

参加しており、前ガバナー

補佐の田中さんの流暢な

韓国語での挨拶と、坊岡先

生自身作曲のピアノ演奏

が素晴らしかったです。 
 ４月２７日（金）には私の地元の自治会総会があり、

田村健治会員が会長に選任されました。ご苦労様です。 
 ４月２８（土）～３０日（月）には中西先生ＲＹＬ

Ａへのご参加ご苦労様でした。４月３０日（月）には

野球の練習もあったようです。私事ですが、５月３日

（木）に休日当番に当たりました。いつもは２～３人

の受診者ですが、連休の初日と言うことで、１９人も

来院されました。５月５日（土）には海南市保健福祉

センターで開催されている美術展で花畑氏の金色に

かがやく富士山の写真を拝見しました。見事なもので

した。連休は皆さんいかがお過ごしでしたか？ 
 連絡事項をひとつ。３月までの王さんに代わって、

今月の第三例会に米山奨学生として中国からの留学

生呉 育羅さんがみえることになっています。大阪府

立大学に在籍されており細菌学を研究中とのことで

す。みえられたときには話し相手になってあげてくだ

さい。 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山東ＲＣ  

  5 月 24 日（木）→ 5 月 26 日（土）18:30～ 

    和歌山東急イン（松本空港 RC 歓迎会例会） 

○休会のお知らせ   

 和歌山東ＲＣ    ６月７日（木） 

 

７．次回例会 

第 1486 回例会 平成 19 年 5 月 14 日（月） 

      於 海南商工会議所４Ｆ  12：30～ 

 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 

 

    ５月のお祝い 

 

♪会員誕生日♪ 
  ５日 花田宗弘君   １９日 嶌村佳郎君 

  ８日 塩崎博司君   

♪奥様・ご主人誕生日♪ 
  １日 小椋安子様   ６日 中村多美子様 

  １日 田中恵美子様  ８日 田村洋子様 

  ４日 宮田康子様  ２４日 田中一代様 

♪結婚記念日♪ 
  １日 嶌村佳郎君   ５日 大江久夫君 

  ５日 谷口誠也君  １８日 山名正一君 

♪一般ニコニコ♪ 
上野山雅也君 KF 会ゴルフコンペでホールインワ

ンをしました。当日は天候にもメン

バーにも恵まれいい思いをさせて

いただきました。この場を借りてお

礼申し上げます。 

山野 明君  ドコモの要請で箕島にもう 1 店舗

出店してほしいとのことで、7月の

初めを目標に今取り組んでいます。 

中西秀文君  4 月の２８日～３０日にライラセ

ミナーに行ってきました。研修生は

８０名参加しました。最後の日に全

員１分間スピーチを行い、３日間の

体験を通してどのように感じたか

を話してもらいました。海外の研修
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生を含めて本当にこのセミナーに

来て良かった、もう１度参加したい

という意見も沢山ありました。しん

どかったという意見も、楽しかった

という意見もありました。私はハー

ドであったが充実した３日間を過

ごしました。次回はできるだけ多く

のロータリアンの参加をお願いし

ます。 

角谷勝司君  ４月の２６日に海南市で初めて産

業功労賞をいただきました。４日間

釣りをし、大釣りしました。 

深谷政男君  ４月２８日に今年初めて初ガツオ

を釣りに行き、５尾釣ってきました。

帰途に突風に見舞われ船の屋根が

飛び、大変な目にあいました。 

宮田貞三君  ５月４日は嫁の誕生日なので鯛を

釣ろうと思って、日の岬まで行った

のですが釣られたと言うか海上保

安庁につかまりお叱りをいただき

帰ってきました。 

木地義和君  先ほど深谷さんが言われたように

命からがら帰ってきました。そのあ

と釣りにイワシロまでいったので

すが、ポイントがわからず、角谷さ

んに来てもらいおかげで大釣りさ

せていただきました。 

小椋孝一君  皆様方に色々お世話になりありが

とうございます。５月の３日に大峰

山に行ってきました。足腰を鍛えて

おったつもりだったのですが途中

で何回か挫折しそうになり帰ろう

かと思ったのですが、何とか無事に

頂上まで登ってきました。 

柳生享男君  上野山様 KF 会でホールインワンお

めでとうございます。同組でした。 

 

 

 

 

 

 

2007 年規定審議会が開催 
4 月 22～4 月 27 日、

シカゴで 2007 年規

定審議会が開催され

ました。22 日午後の

オリエンテーション

および開会式が行わ

れ、本格的な審議は

23 日からスタート。その 23 日は、スタート直後に

電子投票機に不具合が見つかり修理のために早め

のコーヒーブレイク、午後は通訳システムの不具合

で開会が遅れるといったハプニングもありました

が、60 の立法案を審議することができました。 
審議は、単にそれぞれの立法案について提案者か

ら提案理由が述べられ、賛成、反対の意見を出すば

かりではなく、細かい文言についての修正意見も出

ます。それらの修正案について、賛成、反対の意見

を聞き、それについての採決をしてから、本案件の

採決をするという方式で進みますので、一つの案件

につき、3 回も 4 回も採決するということは珍しく

ありません。修正は内容ばかりでなく、"Does"を
"Shall"に変えた方がいい、といったような言葉の

直しも入りますので、英語が母国語でない人たちに

とってはそのニュアンスの違いを把握するのは容

易なことではありません。 
ロータリーのルールを変えるという大事な役割

を担っていることを十分に理解して望んだ代表議

員たちは、熱心に討論を続け、根気強く、一つひと

つ議案に取り組んでいました。 
この規定審議会では、ロータリーの将来を変える

ことになるかもしれない変更もありました。個々の

クラブで日常的に行っている身近なルールの変更

もありました。採択された議案は、これから他との

矛盾がないかなどを確認して、各クラブに送られる

予定です。会議での修正は英文での修正のみですか

ら、それらはさらに日本語訳の検討も行われます。 

立法案の採否と、その詳細について、ご参考まで

に、本ホームページに掲載しますが、修正部分につ

いては英文のままのものもあり、また、修正部分の

日本語については正式なものではありませんので、

後日、国際ロータリーから各クラブ宛に送られる資

料を再度ご確認ください。 
 

ニュースレター登録 
「毎年あなたも 100 ドルを」ニュースレターをご存

じですか。このニュースレターは、年次プログラム基

金の最新情報、クラブ目標を達成するためのロータリ

アンの活動の紹介、そして年次プログラム基金が人々

の生活をどのように改善しているかを示す事例など

を紹介しています。配信は 4 半期ごとで、登録された

方にだけ配信されます。このニュースレターを受信す

るには、国際ロータリーの日本語ホームページにある

「毎年あなたも 100 ドルを」のコンテンツから入り、

画面右側にあるニュースレターの閲覧と受信申し込

みの登録書式にご記入ください。登録書式は英語だけ

ですが、ニュースレターは日本語で配信しています。

皆さんも早速、登録してみませんか。 

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 


