
 
 
 
 
 
 
 

第 1491 回例会 19 年 6月 18 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  「それでこそロータリー」 

３．お客様紹介 
     東海ビジョン㈱ 山嵜達也様、井上俊幸様 
     米山奨学生  呉 育羅さん 
 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 68.57％ 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。東海

ビジョン株式会社の井上様、

川嵜様ようこそお越し戴き

ました。後ほど卓話お願い

致します。米山奨学生の呉

さんようこそ。 
 今日はあいにくの雨模様

で足元が悪く、こんな日は

出席が悪いのですが、雨も

また、田植えに・飲み水に

と、みんなのためになるものです。これから梅雨の時

期で雨の日も多いかと思いますが、出席よろしくお願

いします。 
 私の任期も残すところあと二週間となりました。も

う一回例会がございますが、恒例により夜間例会とな

っており、実質的には本日が最後のスピーチになりま

す。 
この一年を振り返って見ますと、「率先しよう」｢参

加しよう｣をテーマに掲げてやってまいりました。“可
もなく不可もなく”と言うより、”可もあり不可もあ

り”であったように思います。 
クラブ外の事業は、地区大会への参加・IM2 組へ

の参加・台湾彰化東南 RC との友好クラブ締結に加え

てタンポポの会・WCS・若者への支援等それなりの

参加があったように思います。クラブ内では、急がれ

ていたクラブ定款・細則の改訂を行い、週報はいつも

迅速に発行して頂き、例会の報告のみならず、RI の

情報も掲載して頂きました。ただ、残念なことは、ク

ラブの出席率の改善はなりませんでした。そして、も

うひとつ、今期入会者がなく退会者が二名ありました。

私の不徳のいたすところです。 
最後に、皆様に御礼申し上げるのが筋ですが、次回

の例会でのスピーチがなくなりますので、今日のとこ

ろはこれで終わります。お礼は次回に申し上げます。 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 

 新宮ＲＣ 

  6 月 27 日（水）→ 6 月 27 日（水）18：30～ 

           かわね「夫人同伴最終例会」 

 和歌山東ＲＣ  

  6 月 28 日（木）→ 6 月 28 日（木）18：30～ 

          和歌山東急イン（最終例会） 

○休会のお知らせ   

 海南ＲＣ      6 月 27 日（水） 

○レート変更のお知らせ 

 ７月１日より   １ドル＝１２２円 

○会員名簿作成 

会員名簿を作成しますので、住所、電話番号・ＦＡＸ

番号等変更があれば事務局までご連絡 

ください。 

 

７．委員会報告 
○プログラム委員会       西川富雄委員長 
 今日で実質的にプログラムが終了します。本年度は

会員卓話を主体にと言う会長方針でございました。ご

協力くださいました会員の方々にお礼を申し上げま

す。有難うございました。 
 
８．ゲスト卓話 
「心の健康と感性」について 

東海ビジョン㈱ 川嵜達也様、井上俊幸様 
 私たちの脳は左脳と右脳に分

かれています。右脳の働きは最

近まで解明されていませんでし

た。左脳は言語脳で言葉・計算・

理論を司ります。右脳は音楽脳

と呼ばれ創造力・企画力・感性

を司ります。知識や言語を扱う
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左脳だけが酷使される現代社会は、脳は本来の健康な

バランスを失いせっかく持っている能力が発揮でき

ません。五感に心地よい刺激を与えると右脳が活性化

します。脳波の中の怒りやイライラのガンマー波を鎮

め、話題のアルファー波を増やしてくれます。そして

心の自然治癒力が

高まり、生きるエニ

ルギーを取り戻す

のです。 
 Victor・JVC は、

湧き上がる感動や

興奮をより多くの

人々と共有したい

と考えています。そ

のために長年にわ

たってスポーツ、音楽、芸術といった広範囲な文化貢

献を続けています。今回その事業の一環として、新提

案のハイグレードなサウンドシステム（DVD－MD
システム オーディオ）を開発いたしました。それを

特別な会場でお披露目させていただき、鳥肌が立つほ

どの臨場感、音楽を超えた緊張感や空気感をお楽しみ

いただいています。「The Perfect Experience 」
Victor が掲げるブランド・ステートメントは人々に新

たな出会いを演出し、感動を巻き起こすことなのです。 
 
（約３０分間、心の健康に役立つ情報と至福の音を体

験していただきます。） 
 
 好きな音楽を生演奏の臨場感で楽しむためには、す

ごいシステムを組み、特別のソフト、専用の部屋が必

要でした。２１世紀は音と映像の時代、音の Victor
が蓄音器の延長線上に技術を結集し、誰でも、普通の

お部屋で、簡単操作でコンサートホール、ライブハウ

ス、映画館の臨場感・立体感を再現させることにチャ

レンジしました。 
 いつもご家庭で右脳・アルファー波・βエンドルフ

ィンで心の健康を保ちたいものです。 
 

９．次回例会 

第 1492 回例会 平成 19 年 6 月 25 日（月） 

          於 「初音」 18：30～ 

10．閉会点鐘 

 

 

 

吉田 昌生君 久しぶりにテレビに出ます。20 日、

午後６時１０分からのＮＨＫで万葉

の藤白坂で有馬の皇子について少々

話をします。 

楠部 賢計君 社保庁に対してイカッテいます。自民

党にもオコッテいます。しかし、世耕

さんは話がウマイ。いつも感心する。 

宇恵 純弘君 警察官友の会に多数出席頂き、盛大に

開催することが出来ました。有難うご

ざいました。 

的場 賢美君 昨日、娘の結婚式でした。心配してい

た雨も降らずよかったです。３０年前

に亡くなった私の母の気持ちが新ら

ためて感じられた一日でした。 
中村 文雄君 先日、岡田先生宅で大変ごちそうにな

り、長い時間遊ばせていただきました。 
       （奥様の手料理で） 

奥村 匡敏君 昨日、少々良い事がありました。 
山田 耕造君 新旧合同理事会も終わりました。残る

は最終例会のみです。 
 
 
 
 
 
 
障害者スキーを支援する 

ロータリーの親睦グループ 
スキー愛好者というのは、新雪や木立での滑走など

常に特別な何かを求めているものです。ＩＳＦＲ

（International Skiing Fellowship of Rotarians／
ロータリアンの国際スキー親睦グループ）にとっての

それは、障害者スキープログラムということになりま

す。ＩＳＦＲは 1974 年、25 か国 410 人のメンバー

で結成され、スキー旅行や競技大会などを 2 年ごとに

開催しています。1998 年からは障害者スキーへの支

援を開始。昨年は 11 か国 180 人のメンバーが参加し

て、ＮＧＯにより障害者スキーの教室が運営されてい

るアラスカのスキー場でイベントを開催しました。 
このイベント期間中、スキー競技やオークションな

どを開催し 2 万 7,325 米ドルの資金を調達。障害者ス

キーの支援に役立ててもらうため、集めた資金の半分

以上を地元のロータリークラブに贈り、残りも同様の

支援を推進する基金に寄贈しました。 
 
2007 年の国際大会が開幕！ 

6 月 17～20 日、

アメリカ・ユタ州ソ

ルトレークシティ

ーで国際ロータリ

ー国際大会が開催

されています。華やかな開会式から本大会、多彩なゲ

ストによるスピーチ、各種イベントが行われています。 
当会からは、林、花田両ご夫妻が参加しています。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 


