
 
 
 
 
 
 
 

第 1496 回例会 19 年 7月 30 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．ビジター紹介  和歌山東南 RC 釜中 甫干 様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 86.76％ 

 

５．会長スピーチ        会長 山名正一 
 みなさん、こんにちは。ビ

ジターの和歌山東南ロータリ

ークラブの釜中様、ようこそ

お越しくださいました。 

参議院議員選挙も予想を超

える結果となりました。選挙

の結果は別として、近年の国

政選挙は感情選挙だといわれ

ています。私見ですが、本来議論のあるべき国の根幹

をなすべく憲法問題など将来の国の方向性を示す重

要な議論が無く、政党の誹謗、個人の粗捜しに終始し

た選挙になっていると思います。しかしながら、国民

が選択した結果ですので尊重しなければなりません。 

口井さんより、一身上の事由により長期欠席の届出

がありました。２３日の例会終了後、臨時理事会を開

催し、止むを得ないと判断し承認いたしました。理

事・親睦委員長ポストに欠員が生じましたので、後任

に副委員長であった魚谷さんに委員長、副委員長に吉

野さんに就任していただきましたのでご了承願いま

す。両会員様、ご苦労様ですが宜しくお願いいたしま

す。 

 本日、早速２組のＩＤＭが開催されるようです。今

回のテ－マは会員増強です。 

 来月８月は「会員増強および拡大月間」です。会員

増強の方策について活発な議論をお願いいたします。

ちなみに海南ＲＣ、海南西ＲＣでは、今年度１名ずつ

増強があったようです。２６４０地区７６クラブの内、

我がクラブの会員数は、この６月末現在で、５番目の

会員を要しています。素晴らしいことだと思います。 

先週の例会でご厚志をお願いしました新潟中越沖

地震による義援金は４５，１１０円でした。早速、地

区の方に送金いたしました。有難うございました。 

この後、２００７～２００８年度の収支予算書（案）

の審議と、社会奉仕委員長の山畑さんからクラブ委員

長会議の報告があります。山畑さんお願いいたします。 
 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 ７月 26 日 海南西 RC  山名 正一君  
○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河ＲＣ   8 月１日(水)  8 月１日(水) 

12:30～13:30 粉河商工会会議室 
 和歌山西ＲＣ 8 月８日(水)  8 月８日(水) 

18:00～ ラヴィーナ和歌山 
        8 月 22 日(水)  8 月 18 日(土) 

18:30～ ラヴィーナ和歌山 
 岩出ＲＣ   8 月９日(木)  8 月９日(木) 

ホテルいとう(ビアガーデン例会) 
○休会のお知らせ 
橋本紀ノ川ＲＣ ８月 14 日(火) 
有田ＲＣ    ８月 15 日(水) 
粉河ＲＣ    ８月 15 日(水) 
海南西ＲＣ   ８月 16 日(木) 
和歌山東ＲＣ  ８月 16 日(木) 
岩出ＲＣ    ８月 16 日(木) 
和歌山南ＲＣ  ８月 17 日(金) 

○例会場、事務所移転のお知らせ 
 泉佐野ＲＣ(7/27 から)  
  〒598-0006 泉佐野市市場西 3-2-34 
           泉佐野商工会議所内 
 

７.委員会報告  

クラブ社会奉仕委員長会議報告 

（7/21（土）13：30～16：30 JA 会館於） 

社会奉仕委員長 山畑弥生 

今期の笹島良雄地区社会奉仕委

員長の活動方針は、ロータリー

クラブの社会奉仕は、「ロータリ

ーの心臓の鼓動」と呼ばれるこ

とがあり、また RI 会長 J・ウィ

ルキンソン氏も、社会奉仕は、

「ロータリーの心」と表現され

ています。ロータリーの心＝奉
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仕の精神を具体化するのが、社会奉仕部門の任務です。 

一般的に「ロータリーとは何か？」という質問を良

く受けますが、難しい精神的な方向を答えても中々理

解して頂けない。やはり具体的に奉仕活動の状況を伝

えることが近道です。近年ロータリアンの減少が憂い

られています。効果的な奉仕活動を行い、それが地域

で評価を受けることが出来れば、ロータリーへの関心

が高まり、志ある人の入会に繋がることも期待される。 

 新しいプロジェクトや画期的な行事等、種々のプラ

ンを練られていると思いますが、任期は 1年、そして

財政等の問題もあります。今までクラブで継続的に実

施してきた事業を見直し、一歩前進したきめ細かい奉

仕を行う事も大切かと思います。又、地域の各種奉仕

団体と一緒になって奉仕をするなど、重要なのは、各

クラブの会員が、多く参加して、汗を流す事に注力さ

れる事が任務であろうかと思います。 

【地区社会奉仕委員会が推奨する奉仕プロジェクト】 

1）識字率向上運動 

アフガニスタン復興のためのノンフォーマル教育

普及（寺子屋事業） 

（現地パートナーは、アフガニスタン教育省他） 

2004 年度支援額 ￥27,815,000 

2005 年度支援額 ￥13,488,000 

2006 年度目標額 ￥36,000,000 

このプロジェクトは、2004 年度からアフガニス

タンの教育省にある識字局の建て直しに協力し、ア

フガニスタンの

村々に寺子屋を開

き、全ての国民が、

教育を受けられる

様な体制を完成さ

せる事を目標とし

ています。23 年間

の内戦で破壊され

た教育の問題は深

刻で、帰還難民の

急増に、学校や教

員が不足し、内戦

時代に学校に行けなかった大人達の 70％が読み書

を出来ないあり様です。先ず、実験的寺子屋を 3

軒建設（カブール市内）し、2005 年度に、寺子屋

での活動が実際に始まり、クリニックも開業し、寺

子屋設立の気運が広まりつつあります。皆さん、教

育に未来を託そうと頑張っているアフガニスタン

の人々を応援して下さい。 

ポケットコイン（日本円のみ） 

識字率向上運動の協賛品目   書き損じ葉書 

（使用済不可） 

 3 月識字率向上月間      未使用切手 

未使用テレホンｶｰﾄﾞ 

2）三大感染症の現状（肺炎、HIV、下痢症） 

エイズ（後天性免疫不全症候群） 

12 月 1 日は、「世界エイズ・デー」です。エイズ

とは、サイレント・ツナミ（静かな津波）と呼ばれ、

ひたひたと押し寄せ、ゆっくりと世界を荒廃させて

いきます。しかし、エイズ治療薬は着実に進歩し、

現代では、死に至る病ではなく、治療可能な感染症

となっています。しかしながらエイズ治療薬の恩恵

に与っている人々は、アフリカでは 1/10、アジア

では 1/7 です。（新薬、薬代＝年間 140 ドル。以前

は 1 万ドル）世界の感染者は、約 4000 万人で、新

たな感染者約は、500 万人。死者は 300 万人、日本

では 1 万 2000 人で諸外国に比べて極めて少ない人

数ですが、殆どの先進国では、様々な対策の結果エ

イズ患者が減少しています。ところが、日本では、

今なお直線的に増加して、特にクラミジア感染症

（性感染症）が世界の中でも異常な効率で日本の若

者に蔓延していま

す。エイズの蔓延を

防ぐためにも、正し

い質の良い性教育

を青少年に提供す

る必要があります。 

※レッドリボン（＠￥500）＝HIV 感染者やエイ

ズ患者の方々に対する理解と支援のシンボル

として、エイズに対する偏見や差別をなくそう

という気持ちを表している。（3年目の活動） 

3）ダメ。ゼッタイ。運動への協力 

  薬物乱用防止運動 各クラブの実績に基づきお

願いしたい。 

4）献血推進活動への協力 

  和歌山県赤十字血液センター 所長 辻 力 

  冬季期間（12 月 1 日～翌年 3 月末）に血液が不

足する。 

県内需給率 80％ 

※現代では、クエン酸ナトリウム剤で凝固し

なくなり、20 日間程ストック出来る。 

①貴クラブメンバー事業所の献血又は動員 

②地元地域献血とのタイアップ 

③若者層への献血推進（大学、短期大学、専門

学校への働きかけ） 

※対象者 満 16 歳～69 歳 健康な方 

但し、65 歳以上は 60 歳～64 歳の間に献血

経験のある方 

◎献血車 1台 40 名以上の献血のご協力を！ 

海南東 RC の現状は、平成 4年 3月 1日（月）

当クラブ採血 73 名 

平成 11 年 3 月 8 日（月）

当クラブ採血 32 名 

           同日 辻 秀樹整形外科 

 採血 24 名 

平成19年3月12日（月） 

当クラブ 採血 12 名 

           同日 辻 秀樹整形外科 

 採血 8名 

※当クラブでは、平成 20 年 3 月 9日（月） 

献血例会予定 

◎ドナーｶｰﾄ （゙臓器移植）所持してはどうか？と

いう提案が出ているが、65 歳以上の臓器では

移植出来ない。家族の反対等で実行は難しい。 



【環境保全委員長会議報告】 

環境保全委員長 亀岡 弘昭 

「ロータリー100 年の森林」高野町内子谷の国有地 

3.1ha 

1）（財）和歌山県緑化推進会と地区社会奉仕委員会と

の協働により、2003～2004 年度から始めた。 

・8樹種、2,424 本植樹 内 23 本枯死 

（2007 年 2 月現在） 

2007 年 4 月中に捕植し造林する。 

2）3 月 20 日（春分の日）～5 月 4 日（みどりの日）

を「ロータリー100年の森林」を訪ねる期間とする。 

3）上記の期間中（植樹に適している）に各ロータリ

アンは、自宅、事業所、所有地等に 1 本以上の植

樹をされる事を勧める。 

4）二酸化炭素排出量の多い燃料によるエネルギーの

節約に努め、バイオ、風、太陽光などのエネルギ

ーを日常生活に取り入れるよう勧める。 

5）クラブの特微ある活動の紹介  

各クラブの参考になればと 10 クラブの奉仕活動

の発表がありました。 

 

８．ポール・ハリス・フェローの受賞 

 岸 友子君 

 

９．2007-2008 年度収支予算 

      幹事 上芝良造 

本年度の収支予算として、

一般会計の総額は 15,662,340

円を計上。特別会計では、親

睦関係で総額 2,509,202 円。

奉仕関係で 2,324,428 円を計

上しています。明細は予算書

のとおりです。 

 

10．次回例会 

第 1497 回例会 平成 19 年８月６日（月） 

19：00～ 海南商工会議所４F 

11．閉会点鐘 

 

 

 

辻  秀輝君  南アルプス仙丈ヶ岳（百名山）へ登

ってきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

山畑 弥生君  睡魔と闘いながら、社会奉仕委員長

会議に出席しました。本日、報告さ

せていただきます。 

横出  廣君  木地さん、先日はお世話になり、有

り難うございました。 

上中 嗣郎君  ＫＦ会ゴルフコンペで 84 スコア出

し、優勝しました。でも、何ももら

えませんでした。 

吉野  稔君  ＫＦ会ゴルフコンペ、暑い中お疲れ

様でした。 

上野山 雅也君  ＫＦ会でホールインワンのお祝い

を頂きました。有り難うございます。 

山名 正一君  皆さんのご協力で、何とか１ケ月間

務めることが出来ました。有り難う

ございました。 

 

 

 

 

 

 

 

20 世紀初頭のシカゴの街は、著しい社会経済の発

展の陰で、商業道徳の欠如が目につくようになってい

ました。 ちょうどそのころ、ここに事務所を構えて

いた青年弁護士はこの風潮に堪え

かね、友人３人と語らって、お互い

に信頼のできる公正な取引をし、仕

事上の付き合いがそのまま親友関

係にまで発展するような仲間を増

やしたい、という趣旨でロータリー

クラブという会合を考えました。ロ

ータリーとは集会を各自の事務所

持ち回りで順番に開くことから

名付けられたものです。 

 こうして1905年２月23日にシカゴロータリークラ

ブが誕生しました。 それからは志を同じくするクラ

ブが、つぎつぎ各地に生まれ、国境を超えて、今では

200 以上の国と地域に広がり、クラブ数 32,747、会員

総数 1,221,298 人（2007 年 5 月 31 日ＲＩ公式発表）

に達しています。そして、これら世界中のクラブの連

合体を国際ロータリーと称します。 

 このように、歴史的に見ても、ロータリーとは職業

倫理を重んずる実業人、専門職業人の集まりなのです。

その組織が地球の隅々にまで拡大するにつれて、ロー

タリーは世界に眼を開いて、幅広い奉仕活動を求めら

れるようになり、現在は多方面にわたって多大の貢献

をしています。 

 

ユニティ・ビル 711 号室であげた産声 
 それは、1905（明治 38）年 2月 23 日である。この

ころは、自動車がようやく実用化の段階に入ったばか

りで、まだ馬車の方が幅を利かせており、飛行機もそ

れより約 1年ばかり前、ライト兄弟によって発明され

ていたが、ほんの 2～3 分間空に浮かぶことができる

という程度であった（日本でいえば、日露戦争の終わ

った年にあたる）。 

ポール・ハリス 



 この年の 2 月 23 日の晩、米国イリノイ州のシカゴ

で 4 人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの

711 号室に集まった。4 人というのは、弁護士のポー

ル Ｐ.ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山

技師のガスターバス Ｅ.ローア、洋服商のハイラム・

ショーレーである。“ガス”ローアの事務所であるこ

の部屋は狭く、机が 1つとあまり掛け心地のよくない

いすが 4つ置かれているほか隅に洋服掛けがあり、壁

には写真が 1～2 枚と工事関係の図表が掛かっている。

当時のありふれた事務所であったようだ。4人は、ポ

ール・ハリスが過去 5年の間あたためてきたアイデア

について語り合った。 

 簡単にいうと、お互いの事業あるいは職業上の結び

付きを通じて、友好的交友関係を築くことができるは

ずであり、またそうするべきであるというのである。

仕事の上での関係が、友情の妨げとなることはないと、

ポールは考えたのである。 

 「湖畔(こはん)の一都市を舞台として、一場のドラ

マが始まった。このドラマがどんな意義をもつもので

あるか、何人も予測し得たものはいない。登場人物は、

世の平凡な道を行く実業家および職業人であって、必

ずしも一頭地を抜くほどの特質を備えた人ではなか

った。しかし、一般的な意味で、“立派な人”と表現

しても差し支えない人々であり、4人とも気が合って

いて仲が良く、めいめい業種の異なる立派な事業ある

いは職業を持っていた。彼らは、信仰、人種、政治的

意見の相違に関係なく集まった人々なのである」 

 その晩、711 号室で語り合った 4人は、話が進むに

つれ、職業を通じて結ばれた関係は、個人的な友情に

発展させることができるし、またそうすべきであるこ

とを、お互いに一段と深く認識し合ったのである。そ

して、さらに話し合いを続けた結果、このような交友

関係をはぐくむためには、何らかのクラブをつくるこ

とが一番良いという結論に達したのであった。 

 ロータリークラブという名称は、このとき、その場

で決められたわけではなかったが、実質的には、1905

年 2 月 23 日の晩に開かれたこの会合が、世界最初の

ロータリークラブの第 1 回の会合となったのである。 

 

大都会につくる信頼関係 

 彼が 3 人の仲間と会合を開くに至った道のりはど

のようなものだったのでしょう。 

 シカゴに戻ると、またいやな生活を送らなければな

りませんでしたが、元気だけはおう盛でした。ウィー

クデーにはがっかりさせられるようなこともたくさ

ん起こりましたが、それでもまあ、よかったのです―

―というのは、仕事が忙しくて、自分自身のことなど

考えている暇がなかったからです。これに反し、日曜

や休日はもの悲しい日でした。日曜の朝は下町の教会

へゆけばよかったのですが、長い日曜の午後はどうに

もならないほど孤独でした。あの、私の故郷のニュー

イングランドの谷間の緑の原や、心優しい昔の友人た

ちを、どんなに恋こがれたことでしょう。 

 ある晩、私は同業の友人に連れられて、郊外の彼の

家を訪れました。夕食後、近所を散歩していると、友

人は、店の前を通るごとに、店の主人と名を呼んで挨

拶するのです。これを見ていて私は、ニューイングラ

ンドの私の村を思い出しました。そのとき浮かんだ考

えは、どうにかしてこの大きなシカゴで、さまざまな

職業からひとりずつ、政治や宗教に関係なく、お互い

の意見をひろく許しあえるような人を選び出して、ひ

とつの親睦関係をつくれないものだろうか、というこ

とでした。こういう親睦関係ができれば、必ずお互い

に助け合うことになるはずです。 

 このときが、ロータリーの基礎となるインスピレー

ションを得たときなのでしょうか。しかし、彼はすぐ

にその考えを実行に移すことはしませんでした。その

理由について、何カ月も、いや、何年も経ちました。

大きな運動を生かすためには、信念をもった人が、し

ばらくひとりで歩くことが必要なのです。私はほんと

うにひとりで歩きました。そして最後に、1905 年 2

月、3人の若い実業家を呼んで会談し、私たちすべて

が、自分の村で知っているような、お互いの協力と気

取らない友情を深めるための簡単な計画を彼らの前

に提示しました。彼らは私の計画に賛成してくれたの

です。 

 

 

わが国最初のロータリークラブは、1920（大正９）

年 10 月 20 日に創立された東京ロータリークラブで、

翌 1921 年４月１日に、世界で 855 番目のクラブとし

て、国際ロータリーに加盟が承認されました。 

 日本でのロータリークラブ設立

については、ポール・ハリスの片腕

としてロータリーの組織をつくり、

海外拡大に情熱的に取り組んだ初

代事務総長チェスリー・ペリーと、

創立の準備に奔走した、米山梅吉、

福島喜三次などの先達の功を忘れ

ることができません。その後、日本

のロータリーは、第２次世界大戦の

波に洗われて、1940 年に国際ロータ

リーから脱退します。戦後 1949 年３月になって、再

び復帰加盟しますが、この時、復帰に尽力してくれた

のが国際ロータリーの第３代事務総長ジョージ・ミー

ンズでした。 

 その後の日本におけるロータリーの拡大発展は目

覚ましいものがあります。ロータリー財団への貢献も

抜群で、今や国際ロータリーにおける日本の地位は不

動のものになりました。現在、日本全体でのクラブ数

は 2,325、会員数 99,837 人（2007 年 5 月末現在）と

なっています。 

ロータリーの 

はじめの 4 人 

 

左から 

ガスターバス E.. ローア 

シルベスター・シール 

ハイラム E. ショーレー 

ポール・ハリス 

米山梅吉

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


