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第 1501 回例会 19年 9月 12 日(水) 
ロイヤルパインズホテル   18：30～ 

(海南３クラブ合同・ガバナー公式訪問例会) 
 

１．開会点鐘           
２．国歌斉唱          「君が代」 
３．ロータリーソング      「我等の生業」 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数49名 出席免除会員1名 

  出席率 72.06％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ   海南ＲＣ会長 平田 隆則 
海南３クラブを代表して、

ご挨拶申し上げます。本日

は、海南３クラブ合同・ガ

バナー公式訪問例会となっ

ており、平原ガバナーはじ

め、地区幹事、２組担当ガ

バナー補佐の方々には、ご

多忙の中ご出席をいただい

ております。ガバナーには、

後ほど卓話をお願いしてい

ます。折角の機会ですので、ご参加のメンバーの皆さ

んの友好を深めていただきたいと思います。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 那智勝浦 RC 
  9月 20日（木）→9月 20日（木）12：30～ 

渚の宮神社 
 和歌山東 RC 
  9月 27日（木）→9月 25日（火）18：30～ 

和歌山東急イン９F「アゼリア」 
（お月見例会） 

○休会のお知らせ 
  有田南 RC   9月 18日（火） 
 
 
 
 
 
 

７．ガバナー卓話     ガバナー  平原 祥彰 
今年のＲＩテーマは、

ROTARY SHARES「ロータリ

ーは分かち合いの心」で

す。ロータリーマジック

といって、ポリオプラス

への取り組みは、1985 年

から 20 億人の子供、1000

万人のボランティアが

700 万人の不具を防ぎ、              

200 万人の命を助けてい

ます。時間、技能、知識、

お金、成果、人類愛、哲学、ロータリーの存在感、倫

理の教訓、ロータリーからの贈りもの、人生の道標、

自ら進んで挑戦することによる成果を得ています。 

強調事項として、水保全については、１日 6,000 人

の子供が死去している中、その対策に取り組んでいま

す。識字に関しては、非識字者が８億～11 億人とも

いわれ、アジアで 3/4、婦人が 2/3 の人々が文字を読

むことができません。また、保健飢餓問題では、食糧

生産技術、道具等々の支援を行っています。さらに、

ロータリー家族として、青少年の未来について、次世

代の子供たちの育成に取り組み、地球村の未来を展望

します。さらに、青少年支援として、インターアクト、

ローターアクト、ライラに積極的に取り組んでいます。 

昨年度の地区の WCS 海外視察でインドネシアのバ

リ島へ行ってきました。「新緑の日本を発ちて、５万

キロ、水無き罵詈に水槽贈くらん」とガバナー月信で

ガバナー・ノミニーの村上有司氏（田辺 RC）が報告

してくれています。是非、読んでください。 

次に会員増への挑戦です。純増１名の目標を掲げ、

取り組んでください。 

本年度の地区の運営方針は、 

１．ロータリーを楽しもう 

   ・テーマを深めよう 

   ・クラブ活性化 長期・短期の計画、研修 

   ・楽しいクラブ プログラム、卓話 

   ・身の丈に合って奉仕 クラブ、会員 

     １クラブ１奉仕、１ロータリアン１奉仕 

   ・財団、米山の支援、クラブの意識改革、ロー

タリーカードの普及 

２．地区大会を成功させよう 

RI 会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン RI District 2640 Japan 
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３．国際大会へ参加しよう 

   ・関空からジャンボをチャーターしたい。ロー

タリーの国際性、ロータリーに対する目を開

き、国際大会によって、人生を変えてほしい。 

◎ＤＣＰ 

 地区委員会の強化、ガバナー補佐の活用、ＩＭの再

編、グループ協議会の開催等 

◎ＣＬＰ 

 地区基本方針 

１．４大奉仕中心の委員会構成 

２．クラブサイズ合致、簡素化 

３．効果的に活動できる委員会 

４．クラブの独自性 

５．米山は委員会としての意識 

６．地区協議会では、会員、幹事、４大奉仕、財

団、米山の８部門＋新世代 

ＣＬＰについての私の考えは、①クラブでクラブ運

営について全員協議会で話し合ったことはあります

か②ＣＬＰはクラブ向上の一手段です③是非にも採

用する必要などありません④倣って委員会を減らす

必要などありません⑤クラブ活性化のアイデアとし

ては、一考の価値があると思います⑥よいところが有

ればそこだけ取り入れましょう⑦ＲＩのお仕着せだ

なんてこと考えない⑧ＣＬＰに示されている５次目

はクラブ活性化の決めてであることはＲＩが検証済

みです⑨クラブの現状と照らし合わせて見直しまし

ょう⑩四大奉仕の機構はＣＬＰと何人の関係もあり

ません⑪ＣＬＰの導入はクラブの裁量の範囲内のこ

とです⑫地区チーム（Ｇ，ＧＡ,地区，委員会）は、

全面的にクラブを支援致します。 

一業種一会員の原則は、クリフ・ダクターマンさん

は、本人がロータリーを好き、あこがれを持っている。

同業者も彼ならばクラブメンバーとして迎え入れた

いと思っている。しかし一業種一会員の原則が有る。

これと救済するための手段として改変するのだと語

っている。 

 

８．次回例会 

第 1502 回例会 平成 19 年 10 月 1 日（月） 

18：30～ 海南商工会議所４Ｆ 
９．閉会点鐘 

 

 
 
 
 
 
エイズ感染の子どもたちのために 

キリマンジャロ登山に挑戦 
アフリカでエイズに感染する親のない子どもたち

への支援金を集めるため、オーストラリア人のロータ

リアンたちが、8月の終わりからアフリカ最高峰の山、
タンザニアのキリマンジャロ（標高 5,895m）登山に
挑戦しています。「Kili28/8」と名づけられたこのプ

ロジェクトは、ア

フリカでエイズ

に 感 染 し た

1,500 万人の親
のない子どもた

ちのために 10万
豪ドルを支援し

ようと、オースト

ラリア・ニューサ

ウスウェールズ州のクーラモンロータリークラブに

よって計画されました。登山者 7人中 2人がクーラモ
ンＲＣ会員で、ほかの 5人は近隣のダボＲＣ、フォー
ブズＲＣ、グリフィスＲＣ、ホーシャムＲＣ、ロック

ハートＲＣの会員です。 
クーラモンＲＣではすでに 5 万豪ドルの寄付を集
め、残りの 5 万豪ドルはロータリー財団のマッチン
グ・グラントを通して拠出したいと希望しています。

なお、支援金はアフリカでエイズ感染の子どもたちの

救済に当たっているロータリアンほか、関係機関に提

供する予定です。 
 
ライラに参加して 

ロータリーの入り口に立つ 
昨年スウェーデンで行われた 2006 年国際ＲＹＬＡ

（ロータリー青少年指導者養成プログラム）に参加し、

今年のソルトレイクシティーＲＩ国際大会に先駆け

て行われた 2007 年国際ＲＹＬＡでカウンセラーを務

めた 2 人のロータリアンがいます。「25 か国から 124

人の参加があった、昨年の国際ＲＹＬＡが興味をもっ

たきっかけです」とは話すカナダ・リッチモンドサン

ライズロータリークラブのローレンス・チューさんと

「ロータリーにかかわり、ＲＹＬＡのカウンセラーと

して貢献し続けることができ、光栄に思います。ＲＹ

ＬＡの参加者は、国に帰り、自分たちの地域社会、国、

そして世界のために地区のロータリークラブが行う

奉仕活動に協力しようと思っています」と語るのは、

ナイジェリア・マクルディＲＣのベルン・アイゴチェ

さんです。彼はＲＹＬＡでの経験は参加者のみならず、

生涯を通じて出会う人にも恩恵を与えると信じてい

ます。ローレンスさんとベルンさんは、地区レベルの

ＲＹＬＡに参加しカウンセラーを務めただけではな

く、インターアクト、ローターアクトも経験し長い間

ロータリー家族の一員でした。二人とも、ＲＹＬＡは

ロータリーの認識を高めるのに役立つと考えていま

す。ＲＹＬＡの行事に若い人（特にロータリーとまっ

たく関係のない人）を誘うことで、ロータリアンはロ

ータリーの活動を次世代に広めることができるので

す。「今度ロータリーのロゴを目にし、ロータリーの

名前を耳にしたとき、参加したことがある人はきっと

こう思うでしょう。“あ、私が参加したプログラムを

催した組織のことだ！”と。たとえ彼らがロータリー

に入会しなくてもロータリーやロータリーが行って

いることによい感触を覚えてくれるでしょう」とロー

レンスさんは、話します。 

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
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