
 
 
 
 
 
 
 

第 1494 回例会 19 年 7 月 9 日(月) 
 海南商工会議所   12：30～ 

 

１．開会点鐘          会長 山名正一 
２．ロータリーソング      「奉仕の理想」 
３．ゲスト     米山奨学生  呉 育羅さん 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 75％ 

 

５．会長スピーチ        会長 山名正一 
 こんにちは、米山

奨学生 呉 育羅さ

ま、ようこそおいで

下さいました。体調

はよろしいですか？ 

 今年は地方によっ

ては空梅雨のようで

す。先日の報道によ

りますと、ダムも渇

水状態で、生活に影

響を及ぼしていると

のこと。又、雨量の

多いところは被害が出ているようです。雨も功罪半ば

です。 

 今、メディアでは連日「年金記録問題」で騒がれて

います。私も職業柄、この問題について、業界の事務

局に設置された年金相談センターのセンター長とし

て相談に応じています。職業奉仕を実践しています。 

 後ほど、今年度の所信表明・運営方針について発表

させていただきます。 

宜しくお願いいたします 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
粉河ＲＣ  7 月 18 日(水)→7 月 18 日(水) 

12：30～ 粉河商工会館２Ｆ 
 和歌山東ＲＣ 7 月 19 日(木)→7 月 20 日(金) 
  18：30～ 和歌山東急イン屋上 

（港祭り花火鑑賞家族例会） 
○山野さんが有田市にドコモショップを開店されま

したので、クラブよりお祝い致しました。 

７.２００６～２００７年度 １００％出席表彰 

32 年 宮田敬之佑 岡田雅晶 
31 年 中村雅行 楠部賢計 奥村匡敏 上南雅延 
30 年 西川富雄 
29 年 平尾寧章 
28 年 林 孝次郎 山野 明 大澤祥宏 
26 年 角谷勝司 
23 年 新垣 勝 田村能孝 上中嗣郎 
22 年 谷口誠也 
21 年 宇恵弘純 山名正一 
19 年 深谷政男 花畑重靖 木地義和 山東剛一 

山本敬作 
18 年 田中丈士 名手広之 
17 年 岩井克次 
16 年 小椋孝一 宮田貞三 谷脇良樹 大川幹二 
14 年 中村文男 
12 年 桑添 剛 

 11 年 吉田昌生 
 10 年 花田宗弘 塩崎博司 
  9 年 岸 友子 
  8 年 田村健治 
  7 年 山畑弥生 
  6 年 上野山雅也 吉野 稔 山田耕造 寺下 卓  
  5 年 口井健司 
 3 年 中西秀文 横出 廣 

2 年 阪口洋一 柳生享男 
1 年 的場賢美 大江久夫 

 

９．次回例会 

第 1495 回例会 平成 19 年 7 月 23 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

１０．閉会点鐘 

 

 

 

山野 明君  クラブより、開店祝いを頂きまして有

難うございました。オープンの日が

13 日の金曜日でしたが、あえてこの

日を選びました。息子が店を出しまし

たと紹介がありましたが、息子は下の

方を立てられても、建物はなかなか建
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てられません。私は下の方を立てられ

ませんので、建物を建てました。 

山名正一君  所信・運営方針を発表いたします。 

大川幹二君  全飲連会長感謝状いただきました。 

山畑弥生君  県生活衛生同業組合から表彰されま

した。 

柳生享男君  昨日ゴルフでハーフベストスコアが

出ました。 

 

１０．会長 海南東Ｒ所信表明・運動方針 

 

 

 

 

 ２００７～２００８年度 RI

会長ウィルフリッド・J・ウィ

ルキンソン氏についてご紹介

します。 

氏は、カナダ・トレントン・

オンタリオ・ロータリークラブ

のメンバーで会長を歴任して

います。職業は公認会計士です。 

 彼は、インドの「はしか免疫

プロジェクト」へ、ロータリー

ボランティアとして参加され

大いに貢献されたそうです。 

また、RI 理事会の役員、副会長、ロータリー財団管

財人、地区ガバナー、国際協議会検討リーダー等を歴

任されています。 

最近では、２００５年シカゴ国際大会の大会委員長や、

アフガニスタン避難民救援プロジェクトの副委員長

も歴任しています。 

 さらに、ポリオ・プラス

委員会の委員として、ポリ

オ根絶のため献身的な努力

を積み重ね、世界的なポリ

オ撲滅に尽力されました。

ウィルキンソン氏は、ケニ

ア、タンザニア、インドで

行われた全国予防接種日に

参加された他、アフガニス

タン難民の子供たちにポリオ・ワクチンを投与されま

した。また、保健・飢餓追放等プログラムにも尽力を

注がれました。 

 その南アフリカ等、世界各地でロータリーの奉仕を

行ってきました。 

ウィルフリッド・J・ウィルキンソン会長の２００

７～２００８年度のテーマは ROTARY SHARES（ロータ

リーは分かち合いの心）と定義しました。 

（ロータリーは分かち合いの心）とは、ロータリアン

自身が惜しげもなく人にとって役立つために捧げる

と云うことだそうです。 

 自分に必要でないものを他人に与えると云う意味

ではなく、「ロータリアンは自分の時間、才能、金銭

の面で皆と分かち合い、自分の身を捨てて、地域社会

を含め世界に自分を捧げる。」それが『分かち合う心』

ではないでしょうか？と述べられています。分かち合

いの心と Read the way 正に超我の奉仕ではないで

しょうか？ 

２００７～２００８年度 RI 会長は特に次の件につき

継続を強調事項として挙げられています。 

・識字率向上 

・水保全 

・保健と飢餓 

・ロータリー家族 

世界には１０億人もの字が書けない・計算が出来な

い等の非識字の人たちが存在します。RI 識字率向上

運動は、識字能力に欠ける子供たちの「貧困の連鎖を」

断ち切ることを直接の目的としているが、その過程に

おいて、地域の保健・衛生状態の向上や、医療面での

知識の充実、人口抑制をもたらすといわれています。 

 「識字率向上・水保全・保健と飢餓・ロータリー家

族」の各分野は相互に影響しあう性質を持っています。

水が無ければ何も出来ません。水は人間が生きていく

ための一番の根幹です。 

 家族が健康でいることも、十分な栄養を摂取するこ

とも、貧困から抜け出すことも出来ます。ロータリー

家族と共にこれらのテーマに積極的に取組みましょ

う。と述べられています。 

 海南東 RC としても、現地に出向いて教育を施すと

いったソフト面は無理としても、文具の提供等ハード

面で協力できればと思います。世界から非識字者を無

くしましょう。ご協力お願いいたします。 

次に、第２６４０地区について申し上げます。 

先ず２６４０地区ガバナーのプロフィールについて

ご紹介します。 

 粉河ロータリークラブに所

属する平原祥彰様です。 

１９３５年１１月３０日生ま

れの７１歳です。職業はイン

テリア関係です。 

ロータリーの友７月号により

ますと、氏は頭が切れ判断力

が即決である。一旦、良とい

えば後へ引かない強情さ。筆を持たせれば師範並。弁

舌さわやか。 

趣味はゴルフで、地元の紀伊高原ゴルフクラブ利用２

０００回達成とハンディ５の到達を目標に掲げてい

る、と紹介されている。 

地区の運営方針です。 

・ロータリーを楽しもう 

・地区大会を成功させよう 

2008年4月12日～13日（和歌山県民文化会館） 

開催予定 

・世界大会に参加しよう 

2008 年 6 月 15 日～18 日（米国・ロサンゼルス） 

開催予定 

の３点を主とし、次のように述べられています。 

・「分かち合いの心」を皆さんと共に学習しましょう。 

・失敗を恐れず、身の丈に合ったプロジェクトを組む

２００７～２００８年度 

海南東 RC 所信表明・運営方針 



こと。 

・クラブを活性化し、世の中に喜ばれる奉仕を１クラ

ブ１奉仕・１ロータリアン１奉仕の実践をしよう。 

・財団と米山のプログラムを力強くします。 

・公式訪問では、１人１人のロータリアンの皆様とロ

ータリーの楽しさを語り合いたい。 

・ガバナー、パストガバナー、ガバナー補佐、地区委

員はチームとして協力にクラブと会員の活動を支援

します。 

・地区は脇役であり、主役はクラブである。 

・今日すべきことは先延ばししないで今日やり遂げよ

う。 

・私と一緒に大いに学び・考えて行動を起こし、そし

てロータリーと楽しみましょう。 

以上、平原ガバナーの性格が現れたような運営方針を

掲げられています。 

 

 

クラブ運営方針について

は、RI 方針に沿って地区が

運営方針を立て、地区の方針

に従って各クラブが基本計

画を立てるということにな

ります。 

しかしながら、これ等のテ

ーマは理解できるものの、テ

ーマが大きく、我々には馴染

まない部分がある。 

昨今、各クラブにおいても退会者が多く如何にクラブ

組織を存続させるかに苦慮しているのが現実ではな

いでしょうか？ 

先ずクラブの足元を固めなければ RI・地区方針の

期待に添えないことになります。 

運営方針としては、 

「継続は力なり」と云われます。我クラブの先輩達が

３２年間の歴史の中で培われてきた素晴らしい各分

野の奉仕活動について、今年度の RI テーマである

ROTARY SHARES（ロータリーは分かち合いの心）の精

神を以って継続すべく努力すると共に、地域社会なら

びにクラブのニーズに沿った奉仕活動について精査

し、我クラブとして出来得る奉仕活動を見出し、重点

的に実践したい。 

 又、前期に引続きクラブの活性化を図るためのクラ

ブ例会づくり、ロータリー各奉仕部門の事業、地区大

会、Ｉ・Ｍへの参加を促す手段を理事会を通じ計画・

検討・実行します。また、クラブ内の会員で組織する

三笑会・８○会・恵比寿会・囲碁の会・ＫＦ会・新品

会 等の同好会を活性化させ、各会員が楽しいロータ

リーを実感できる雰囲気づくりに努力します。 

 

重 点 活 動 

・CLUB LEADERSHIP PLAN の研究 

ＣＬＰ導入についての設立準備委員会を設置し、検

討していただきます。 

・クラブ奉仕委員会 

 Ｉ・Ｍを年２～３回開催し、会員のニーズを把握し

て、会務に役立てます。 

・地域社会奉仕活動 

 地域社会、住民、団体が求める奉仕活動に心がけま

す。クラブ並びに会員の義務的な奉仕活動ではなく

住民参加の輪を広げたいと思います。 

・職業奉仕活動 

・自分の仕事に誇りを持って、お客様に感謝される姿

勢で行動しましょう。 

・広報活動 

 ロータリーの活動について、地域住民に周知を図る

ための広報活動を積極的に行いたいと思います。 

・新世代委員会 

 青少年センター・ローターアクトクラブ等と連携を

とり、青少年の非行防止・健全育成を図りたい。 

 ロータリーファミリーであるアクトクラブとの関

係を密にし、意思の疎通を図りたい。 

・親睦 

 会員全員が満足できる「楽しい例会づくり」は親睦

の究極のテーマです。会員皆様の協力を得て実現に

努力します。 

・退会防止 

 「防御は最大の攻撃なり」といいます。会員退会防

止は会員増強にも勝ります。 

以上、今年度の海南東 RC の運営方針とします。 

なお、財団・米山寄付にご協力お願いします。 

微力でございますが会務執行に努力いたしますので、

ご支援・ご協力をお願いいたします。 

 

 最後に私事でございますが、私は元来、不器用な人

間です。・・・・ 

会員皆様のご期待に添えられるか不安一杯です。 

諺にもあります。「穫ほど頭をたれる稲穂かな」を肝

に銘じて、謙虚な心で真面目に取り組みます。 

 

 

 

 

 

 

えっ、この人もロータリアン？ 
 

1. ニール・アームストロ

ング （宇宙飛行士で月

面に初めて降り立った

人） 

2. サー・ウィストン・チ

ャーチル（元イギリス首

相） 

3. ウォルト・ディズニー

（アニメ製作者） 

4. トーマスＡ.エジソン

（発明家） 

5. ジョンＦ.ケネディ（元アメリカ大統領） 

クラブ運営方針 



6. フィリップ殿下（エジンバラ公） 

7. レーイネ 3世 

（元モナコ元首、グレース・ケリーの夫） 

8. マーガレット・サッチャー（元イギリス首相） 

9. クロード・ヴィトン（ルイ・ヴィトン社オーナー） 

10. オーヴィル・ライト（飛行機発明家） 

上記に挙げられた人の共通点は何でしょうか？ 

この 10 人は、ロータリーで活躍していたか、もしく

は名誉会員だった世界的に有名なリーダーです。 

 

ロータリアンを狙った新たなＥメール

詐欺に注意を 
 残念なことに、最近、Ｅメールによるロータリアン

を狙った詐欺行為やインターネット上でロータリー

情報が悪用されるなどの被害が見られます。それら迷

惑メールを受け取ったロータリアンたちが国際ロー

タリー（ＲＩ）に寄せた情報によると、最新のもので

は、「コンピューター・ユーザーであるロータリアン

の国際親睦グループ（ＩＣＵＦＲ：International 

Computer Users Fellowship of Rotarians）」のメン

バーを名乗り、うその要求を行ったものがありました。

これらＥメールの送信者は、宝くじが当選したので、

あるロータリーのプロジェクトに当選金額の 10％を

寄付してほしいと要求するものでした。また、最良の

プロジェクトには、ロータリー財団から賞金が与えら

れるといった内容も見られました。 

ＲＩではＥメールによる募金、ならびにＥメールや

インターネットによる個人情報の問い合わせは行っ

ておらず、疑わしいメールは削除するよう注意を呼び

かけています。 

 

2009 年ＲＩ国際大会の開催地をソウル

から変更 
 国際ロータリー（ＲＩ）理事会は、2009 年 6 月 21

～24 日に韓国ソウルでの開催を予定していたＲＩ国

際大会を、イギリスの

バーミンガムで開催す

ることに変更した、と

発表しました。 

 今回の開催地の変更

は国際大会の計画の一

部に遅れが生じたため

で、これらの遅れやそ

れにかかわる諸問題に

より、地域のロータリ

ークラブではこのよう

な大規模な国際大会を

運営するのが不可能な

状況となりました。Ｒ

Ｉ国際大会には世界中

からロータリアンが集

まり、本会議や奉仕活

動を通してロータリー

クラブが世界をよくするために何ができるかに焦点

を当てたワークショップに参加します。 

 

2008 年ロサンゼルスＲＩ 国際大会 

6 月 15～18 日 
世界のエンターテイ

ンメントのメッカでス

ターとともにスポット

ライトを浴びませんか。 

ロサンゼルスは、国

際ロータリーの年次国

際大会としてはまさに

理想の舞台です。380

万人の人口をもつこの

大都市は、ロータリー

家族のように、さまざ

まな人種と国際的な活

気を誇りとしています。

アメリカ第 2 の都市、

ロサンゼルスは、スターが集ま

る映画産業から、美しい海岸沿

いの観光地やリゾートまで、活

気と文化で満ちあふれていま

す。 

早めに登録してお得な割引を 

特別割引を利用するために、国

際大会に早めに登録しましょう 。 

 

第 1 締切日：2007 年 12 月 15 日 

第 2締切日：2008 年 3 月 31 日 

 

オンライン登録をご利用ください。安全で便利。登録

後に確認通知が Eメールで送られます。 

登録書式は、 

 

http://www.rotary.org/languages/japanese/events

/conventions/2008/index.html 

 

からダウンロードすることができます。 

 

また、国際大会参加のツアーを計画している地区も

ありますので、詳細は各ガバナー事務所にお問い合わ

せください。 

 

 

バーミンガム大聖堂 

シンフォニーホール 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


