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第1511回例会19年12月10日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング  「手に手つないで」 
３．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 73.54％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

４．会長スピーチ       会長 山名正一君 

こんにちは。師走も半ば

近くなり、皆様においては

年末に向けて日々ご多忙を

極めることとおもいます。 

 先週、年次総会が皆様の

ご協力の下、無事に終える

ことが出来ました。私とし

ては、次年度の会長、会長

ノミニー並びに理事役員も

決まりホッとしています。ご

一昨日、次期会長の宮田貞

活躍を期待しています。 

三さんが勉強会に参加さ

れ

海南東 RC から４名の会員が地区役員

族月間です。ＲＩ会長のウィルキンソン

は家族・友人・知人にロータリー

．幹事報告 

 
 

 12 月 19 日(水) 
ホテル 53F」 

 粉河

9 日(水)  12 月 19 日(水) 
 

家族同伴職場

1 月 9 日(水)  1 月

例会） 
 岩出 RC 

0 日(木)  12 月 20 日(木) 
リスマス例会) 

1 月 10 日(木)  1 月

（初詣例会） 
 和歌山東 RC 

木)  12 月 24 日(月・祝) 
家族例会) 

○休

12 月 26 日(水) 
 1 月２日(水) 

大会の案内 

たそうです。ご苦労様でした。この後、報告してい

ただきます。 

 さて、次年度

として活躍していただく予定です。其の内ローターア

クトの地区委員長として中西さんが地区社会奉仕委

員長として、谷脇さんが大役を務めていただくことに

なりました。クラブとしては誇りに思います。大変ご

苦労なことと思いますが地区のために宜しくお願い

致します。 

 １２月は家

氏はメッセージで、ロータリー家族は飢餓、医療、水

問題と並んで大変重要な課題である。「渇きには水を、

飢餓には食料を、病んでいる貧しい人には医療を、字

が読めない人には教育を、このテーマについて 100

年以上も続いています。しかし、もし私たちが関心の

全てを人命救助とか生活改善だけに向けていたら、そ

うした活動もやがては終わりを迎えるでしょう」ロー

タリアンだけでなく、インターアクター、ローターア

クター、地域共同体の会員、ロータリー青少年交換の

若者達、ロータリアンの家族、全ての人たちが、この

善良な活動を続けるために絆を深めなければならな

いとしています。 

 我々クラブとして

活動についての理解を求め、社会奉仕の輪を広げてい

ただきたいと思います。また、この輪が大きくするた

めに我々の仲間、つまり会員増強にお力を貸していた

だきたくお願いします。 

 

５

○例会臨時変更

和歌山西ＲＣ 

12 月 19 日(水)
18：30～ 「全日空ゲートタワー

RC 
12 月 1

13：00～14：00 「ダンロップタイヤ」

ちゃんこ鍋の店 
見学、忘年例会 

9 日(水)  13：00～ 
神路原神社（新年

12 月 2
19：00～ (ク

10 日(木)   
三舟神社

12 月 27 日(
17：40～ 和歌山東急イン(クリスマス

会のお知らせ 
 和歌山西 RC  

 粉河 RC    12 月 26 日(水) 
 岩出 RC    12 月 27 日(木)  1 月３日(木) 
 和歌山中 RC  12 月 28 日(金)  1 月４日(金) 
 橋本紀ノ川 RC １月１日(火) 
○国際ロータリー2640 地区・地区

ホ ス ト クラブ  ： 粉河ロータリークラブ  

コ・ホストクラブ ： 岩出ロータリークラブ 

RI会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン RI District 2640 Japan 
2007-2008 年度 RI テーマ 

第 2640 地区ガバナー 平原祥彰 

「ロータリーは  
分かちあいの心！」 

四つのテスト 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：山名 正一  幹事：上芝 良造  ＳＡＡ：上野山 雅也

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



期日

12 日(土)  

小ホール」 

」 

 20

大ホール」 

テー

タリーを楽しもう！」 

月 12 日(土)  
館 小ホール  

 国歌斉唱 ロータリーソング斉唱 

 ガバナー挨拶  
14:50 

 
いて」  

15:40 （休

成セミナー 
心学園理事長 

  
16:50 地区

17:00   
妻歓迎晩餐会】 

  

 能『猩々』喜多流  

13 日(日)  

河高校ＫＬＢ  
10:00 ーソング斉唱 

10:10 
区委員会紹介 

10:30 

挨拶・Ｒ

告 表彰・感謝状贈呈  

 「紀ノ川の歴史と文化」 
章氏 

13:30 
株式会社 

林 紀男氏 
「安全で豊かな社会づくり～小売業の使命～」  

14:40 
 

14:50 

15:10 

○Inter City Meeting(I・M)２組の案内 

11:30 

ホール 
」 

む」 

○米山功労者表

睦ゴルフ全国大会の案内 

 
．委員会報告 

      委員長 魚谷 幸司君 

．会員卓話 
    会長エレクト 宮田貞三君 

の熱い思いを引き継ぐの

し違ってきます。11

で生来、口下手で

・場所 

 2008 年 4 月

本会議：県民文化会館「

晩餐会：アバローム紀の国「鳳凰の間

08 年 4 月 13 日(日)  

本会議：県民文化会館「

マ 

 「ロー

プログラム 
★2008 年 4
【本会議】和歌山県民文化会

14:00 登録  
14:30 開会点鐘

開会挨拶・歓迎の言葉 
ＲＩ会長代理・来賓紹介

ＲＩ会長代理記念講演 
ビチャイ・ラタクル氏

「ロータリー財団につ

憩）  
15:50 地区指導者育

学校法人ノートルダム清

渡辺和子氏 「人として大切なこと」

大会委員会報告 
表彰  
閉会点鐘

【ＲＩ会長代理ご夫

  ホテルアバローム紀の国 2F 鳳凰の間

17:20 登録・受付  
17:30 アトラクション

18:00 開宴 歓迎挨拶 ＲＩ会長代理挨拶  
19:00 アトラクション 四郷千両太鼓  
20:30 閉宴  
★2008 年 4 月

【本会議】和歌山県民文化会館 大ホール  
9:00  登録・受付 

歓迎演奏 粉

開会点鐘 国歌斉唱 ロータリ

開会のことば 歓迎の言葉  
ＲＩ会長代理紹介・来賓紹介 
ロータリーファミリー紹介 地

参加クラブ紹介 物故会員に黙祷  
ガバナー挨拶  

10:40 来賓祝辞  
10:50 祝電披露  
11:00 ＲＩ会長代理 Ｉ現状報告  
11:25 地区現況報告  
11:40 地区大会委員会報

12:00 昼食  
12:30 歓迎講演

医聖・華岡青洲 顕彰会顧問 池田 

劇団「華岡青洲」  
基調講演 
イズミヤ

代表取締役社長 

ガバナーエレクト紹介・挨拶 
ガバナーノミニー紹介・挨拶 
ＲＩ会長代理講評 
記念品贈呈  
閉会のことば 
閉会点鐘 

日時：2008 年 2 月 9 日(土) 
    事前会議 10：00～
    本 会 議 12：00～16:40 
場所：有田川町役場・きびドーム文化

パネルディスカッション：「会員増強を考える

特別講演：「日本伝統の楽器・三味線 古典に親し

        講師 竹村 葵 氏 
彰・功労クラブ(海南東 RC 23 回目) 

 中尾享平君 田村能孝君 田村健治君 
 山名正一君 柳生享男君 
○第 19 回日本ロータリー親

日時：2008 年 3 月 17 日(月) AM8:00 スタート 
場所：琉球ゴルフ倶楽部（沖縄県） 

６

○親睦活動委員会

 2008 年 1 月７日開催の新春例会の打ち合わせのた

め、例会終了後、親睦委員会のミーティングをします。 

 
７

       

 １２月８日のエレクト勉

強会の報告をさせていただ

きます。結論から先に言い

ますと、この１年間ロータ

リーに愛情と情熱を込めて

取り組んで下さいというこ

とでした。今年、山名会長

がロータリーに熱い思いを

込めて実践されている事で

す。山名会長をお手本に、そ

が私の使命と考えています。 

 しかし、今の心境となると少

月のロータリーの友に、私と同業の広島の不動産斡旋

業の方が投書されていました。 

ＲＣに入会してから 21 年、今ま



あ

 

かして、愛情

の

、次年

という事は、

しい大変貴重なお時間、ご清聴いた

だ

．次回例会 

会 平成 19 年 12 月 17 日（月） 

Ｆ 

９．閉会点鐘 

山畑弥生君  広報・雑誌委員長の中村雅行さんの

中村雅行君  

で、海南駅の

吉野 稔君  

山畑弥生君  席し、他

 的場賢美君  

お世話になりました。 

り、大役がこない事を祈っていましたが、今回、諸

般の事情もあり、逃げられず、とうとう、はしごに登

らされてしまいました。怖くて恐ろしくてなりません。

はしごから落ちない事を祈るばかりです。まさに私の

心境と同じです。昨年 11 月に会長ノミニーのお話を

いただいた時に、私はロータリーの知識もないし、ま

してや大役の務まる器でもないと断りましたが、次は

どうしても君が適している。海南東は歴代会長 33 名、

すべて優秀な方々ばかりが続いてきた。そして当クラ

ブは 2640 地区で人材の豊富さは１～２番だ。良い人

材は沢山おられるが、ロータリーを知らない君が会長

をすると今までの会長の優秀さが一層際立ちます。君

が会長になっての利点ですと。こんな私が１年間クラ

ブを維持、運営できるかどうか心配です。そんな心配

一切要らない。君が出来ないのは皆が知っている。し

かし、当クラブの会員は人情の厚い人の集まりだ。皆

さん助けてくれる。役を頼んでも断る人もいない。ま

してや退会する人もいないと断言してくれました。大

役の事を考えるだけで今晩から眠れなくなると言う

と、君がＯＫしないと我々二人が今晩から眠れない。

医者の私が不眠症になれば、誰に相談すればよいのだ。

それに一緒の連れは、私の大事な患者でもある。大事

な患者を不眠症にする訳にはいかない。君が承諾さえ

してくれれば、君が今までした事のないクラブ奉仕を

した事になる。私としては、クラブ奉仕ではなく、ク

ラブ迷惑になりはしないかと心配しつつお受けしま

した。とにかくはしごから落ちないように、皆様の御

支援、御協力をお願い申し上げます。 

 エレクト勉強会では、私の心境を見透

と情熱をもってロータリーに取り組めと何度も言わ

れました。 取り組む項目は、第一に会員の基盤強化

でした。日本のロータリーの現況は、2007 年 10 月 30

日現在で 98,722 人、昨年より 1,941 人増です。2640

地区では、2,489 人、昨年より 41 人増です。しかし、

2000 年の 3,497 人に比べると約 1,000 人の減です。

歯止めがかかったとは言いがたい。退会防止ではなく、

会員基盤強化に取り組む事、そのためにはロータリー

を好きになってもらう。楽しい例会にする。情報教育

を充分に行ない、ロータリーの意識を高める事。 

 会長スピーチでは、ロータリーの話をする事、こ

辺に次年度の方針が見えていると思います。 

そして現会長、幹事に早い時期に助けを受けて

度の方針を打ち出す事と言われました。 

 新旧会長・幹事でクラブの方針を立てる

会長方針事業に単年度ではなく、継続性を持たせる意

味もあると思われます。又、次年度が始まる前にガバ

ナー補佐を囲んで打ち合わせ会を開くようにとの指

示もありました。過去３年間のロータリーの友を読む

ようにとの指導も受けました。半年で３年分、それに

加えて毎月発行される。さぁ、大変な事になりました。 

 次年度のガバナーは和泉市の坊さんです。勝野露観

さん、橋本憲紹さんのような方でした。話は坊さんだ

けに、心の問題から入られました。ガバナー方針は、

アナハイムから帰ってからの3月8日ＰＥＴＳで発表

となります。ガバナーエレクトは今年を振り返って、

姉歯耐震強度偽装問題、食品の賞味期限切れや、食品

の偽装問題、政治と金の問題等、企業のトップから、

人の上に立つ政治家まで規律がゆるんでいる。構造改

革だけが行なわれ、心の問題が忘れられている。みん

なが拝金主義に走り、やさしさを置いてきた。今、問

題となっている企業も我々の仲間です。トップとして

の思いやり、分かち合いの心を忘れている。業界の指

導的立場にある者としては社会奉仕する義務がある。

自分を見失ってお金だけ求めてはいけない。他人への

思いやり、やさしさが必要です。トップとして思いや

りの心、分かち合いの心を念じて、事業しなければな

らない。そうすればこの様な事件も起こらなかった。 

 今、エレクトとなって第一に勉強することは、綱領、

４つのテストをよく読んで欲しいと言われました。綱

領の奉仕はサービスであり、人に喜んでもらう事、人

に幸せを与える事です。奉仕する事により、自分も素

晴らしい方向に向う、又、素晴らしい仲間、素晴らし

い友情にも出会えることがロータリーの魅力です。そ

の魅力を会員に体験してもらう事により、クラブも会

員もなお一層素晴らしく成長して行きます。中島パス

トガバナーからはＲＩの理事の人数が 17 名から 34

名増えます。会員増強とＣＬＰの話がありました。ま

た、中村パストガバナーからはＣＬＰの話がありまし

た。勉強会ではＣＬＰが中心でした。来週 17 日は今

年最後の例会です。大変重要なＣＬＰの報告は、平尾

パストガバナーがしてくれます。皆様是非出席お願い

申し上げます。 

12 月 10 日の忙

き大変ありがとうございました。少し早いようです

がこれで終わらせていただきます。 

 

８

第 1512 回例

12：30～ 海南商工会議所４

 

 

 

ご協力で、社会奉仕活動を新聞記事

にしてもらえました。 

どういたしまして！ 

吉田昌生君  紀伊万葉ネットワーク

クラブの万葉歌碑を紹介しました。 

先週、娘に子供ができて、私もお爺

ちゃんになりました！ 

12 月 1 日、紀の女会に出

クラブ女性会員と楽しいひと時を

過ごしてきました。 

  〃 

 岸 友子君    〃 

 山本敬作君  新垣先生に

 宮田貞三君  エレクト報告をさせて頂きます。 

大川幹二君  食品衛生模範施設知事表彰いただ

きました。 



 

 

 

 

月は家族月間。私たちの

強

私たちが関心のすべてを人命救助とか

家族 

アイデア

ラブに所属する120万人のロ

0

ものに 

しく、そして常

てくれる候

99 回 RI 国際大会 

200  

 

ＲＹＬＡ参加者がポリオ撲滅に参加 

に

たちは楽器や外国語、

カの第

51

アでのプロジェクトリーダーを務

 

 

 

 

ウィルキンソンＲＩ会長 

12

調事項であるロータリー家

族に特別な注意を払うときで

す。私がこの話をすると、しば

しばロータリー家族の意味す

るものと、どうして強調事項に

含まれているのかについての

説明を求められます。 

私たちを必要とするすべての人に手助けをする 

 ロータリー家族は、栄養豊富な食料やきれいな飲み

水の次に置くほど重要な課題ではないようにみえる

かもしれません。ロータリアンとして、私たちがここ

にいるのは、結局のところ、私たちを必要とするすべ

ての人々の手助けをするためです。私たちは自分自身

だけの面倒をみているというのではないのです。それ

ではロータリーが存在している意味がありません。 

ロータリーの善良な活動を終わらせてはいけない 

 ロータリアンとして、私たちはロータリーの善良な

活動が、私たちの代限りで終わらないようにしなけれ

ばならないという大きな責任を担っています。ロータ

リーは、渇きには水を、飢餓には食料を、病んでいる

貧しい人には医療を、字が読めない人には教育を、と

とても重要な、そして非常に多くのことをさまざまな

方法で行っています。今やそれが 100 年以上も続いて

いるのです。 

 しかし、もし

生活改善だけに向けていたとしたら、そうした活動も

やがては終わりを迎えてしまうでしょう。私たちが自

分たちの組織の健康状態、つまり、会員やクラブ、そ

れに将来私たちのクラブに参加するであろう人々に

も注意を払っていなければ、ロータリーはその世代だ

けで死に絶えてしまうでしょう。 

ロータリーは 200 万人を超える大

 私がロータリーとロータリー家族という

に、いつも安らぎを感じるのは、私自身が大家族の中

で育ったからかもしれません。私は 6人の女の子と 4

人の男の子という 10 人きょうだいの一人です。しか

し、私の家族のような大家族でも、ロータリーとは比

べものになりません。 

 私たちは3万2,000ク

ータリアンだけでなく、25 万人のインターアクター、

17 万人のローターアクター、15 万人のロータリー地

域共同隊の会員、それに昨年度だけでも約 8,000 人が

参加したロータリー青少年交換の若者たちの家族が

います。そしてもちろん、ロータリアンの配偶者や配

偶者と死別した人々、子どもたちも含まれます。 

 すべてを含めると、ロータリーの家族は優に 20

万人を超える勢力です。 

ロータリーの成長を確かな

 私たちの家族は強力です。それは親

に新しい絆を形成しているからです。私たちは、私た

ちの家族の端々にいたるまで、ロータリーの成長を確

かなものにし続ける必要があります。 

 私たちは、常に私たちのクラブに参加し

補者たちを見つけ出し、そして迎え入れるよう努めな

ければならないのです。 

 

第

（ロサンゼルス） 
8 年 6 月 15 日～18 日

 

ロータリーの親睦の話を広め、 

また、ロータリーの新たな発見 

をしましょう。 

アメリカ・カリフォルニア州

あるサウスタホ高校の生徒

たちは、卒業のための上級課題

として、新しい技能の習得を要

求されます。今年、何人かの生徒

スノーボードなどを選択しましたが、17 歳のブリト

ニー・カミングスさんはポリオの予防接種への参加を

希望。11 月半ば、70 人のロータリアンたちとともに

ナイジェリアのアブジャに向かいました。 

カミングスさんは最初、2006 年にアメリ

80 地区と第 5190 地区が開催したＲＹＬＡ（ロータ

リー青少年指導者養成プログラム）のイベントに参加

し、ポリオ撲滅を含むロータリーの活動について学び

ました。そこで、彼女は「まだポリオがあるとは知り

ませんでした。とっくに撲滅されたと思っていたので

す」と語っています。彼女の祖父はポリオのり患者で、

生涯を通じて歩行

が困難であり、最

期はポリオによっ

て引き起こされる

合併症のために死

亡しました。彼女

の課題が近づいた

ころ、カミングス

さんはナイジェリ

めるロータリアン

と面会。参加を訴えましたが、未成年を理由に断られ、

参加のための支援者を探すことを求められました。そ

こで彼女は、呼びかけ続け、ついにミシガン州のロー

タリアンが支援をしてくれることになりました。カミ

ングスさんの高校では、彼女の行動に刺激され、多く

の生徒たちが上級課題の選択肢として海外での人道

支援活動を考えるようになりました。 
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