
 
 
 
 
 
 
 

第 1531 回例会 20 年 6 月 2 日(日) 
夜間例会 海南商工会議所４F 18:30～ 

（誕生祝い・結婚祝い）  
           

１．開会点鐘       
２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

４．出席報告  

会員総数69名 出席者数32名 出席免除会員1名 

  出席率 47.06％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

 

 

５．会長スピーチ      会長 山名正一君 

雨のせいかどうか判りませ

んが、本日欠席者が大変多

いようです。会員さんに例

会出席の意義を感じていた

だくとともに、クラブ全体

で楽しい例会づくりに努め、

出席率を高めるために努力

しなければならないと思い

ます。 
 さて、先々週の５月２５日の土曜日は、魚谷親睦委

員長はじめ委員会の皆様のお世話で家族例会が行わ

れ、大阪の「海遊館」ならびに「なにわ探検クルーズ」

の旅、又ホテルで美味しい食事をいただきました。出

発は昨晩からの大雨で高速道路が通行止めとなり、和

歌山インターチェンジを通過し、風吹き峠を通り何と

か泉南インターチェンジをから高速道路に乗ること

ができました。当初、目的どおりに廻れるかどうかヤ

キモキしましたが、無事終えることができ親睦委員会

の皆様に感謝申し上げます。家族みんなで楽しめ本当

に楽しい１日でした。 
 この６月１日からタバコ購入方法と道路交通法の

改正がありました。１つはタバコを自販機で購入する

ばあい成人識別カード(通称たすぽ)がなければ購入

できなくなりました。私のように喫煙者にとって大変

不便なこととなりましたが、未成年者を喫煙による害

から護るということでは当然の措置であり評価すべ

きことと思います。 

 ２つ目は道路交通法の改正により車の後部座席に

乗せ走行する場合、シートベルトの装着が義務付けら

れました。当面は高速道路を走行する場合に限られて

いるようですが、違反があれば行政処分として１点減

点となります。一般道では今のところ適用されないよ

うです。然しながら高速道路、一般道に限らず走行す

る場合は常日頃からシートベルトの装着に心がけて

ください。 
台湾の彰化東南ロータリークラブ１３周年式典に

招待状がきていますが、当クラブからは林さん、山東

さん、中村文雄さん、柳生さん、私の５名が出席の予

定です。充分に交流を図ってまいります。 
 本日、次年度の理事役員ならびに各会員の所属担当

委員会の名簿を配布していますが、強力なメンパー構

成になっています。次年度クラブ活動にご活躍される

ことを祈念いたします。 
 

６．幹事報告        幹事 上芝良造君 

○メーキャップ 

 和歌山北ＲＣ  中村雅行 君  ５／２６（月） 

○例会臨時変更のお知らせ 

有田２０００ＲＣ   

6 月 11 日（水） → 6 月 11 日（水） 

18:30～ 特別養護老人ホーム 寿楽園 

（職場見学） 

岩出ＲＣ       

6 月 12 日（木） → 6 月 12 日（木）  

19:30～ 焼肉・大門 （ご苦労様例会） 

粉河ＲＣ 

6 月 18 日（水） → 6 月 18 日（水） 

12:30～粉河ＲＣ事務所 

6 月 25 日（水） → 6 月 25 日（水） 

18:30～ 三平（ありがとう例会） 

那智勝浦ＲＣ     

6 月 19 日（木） → 6 月 19 日（木） 

12:30～ コーヒー例会  

勝浦シティプラザリゾートホテル 

  6 月 26 日（木） → 6 月 29 日（日） 

18:30～ 花いろどりの宿 花游（家族親睦会） 

和歌山中ＲＣ     

6 月 20 日（金） → 6 月 23 日（月） 

沖縄カヌッチャリゾート （沖縄家族例会） 
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和歌山南ＲＣ     

6 月 20 日（金） → 6 月 20 日（金） 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（最終夜間例会） 

和歌山西ＲＣ 

6 月 25 日（水） → 6 月 25 日（水） 

18:00～ 加太 「あたらし屋」 

和歌山東南ＲＣ    

6 月 25 日（水） → 6 月 27 日（金） 

18:30～ 「紀三井寺」(最終親睦夜間例会) 

和歌山東ＲＣ 

6 月 26 日（木） → 6 月 26 日（木） 

18:30～ 和歌山東急イン（最終夜間例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山北ＲＣ  ６月１６日（月） 

 橋本紀ノ川ＲＣ ６月１７日（火） 

和歌山西ＲＣ  ６月１８日（水） 

海南ＲＣ    ６月２５日（水） 

和歌山南ＲＣ  ６月２７日（金） 

 

７．委員会報告     次年度幹事 山田耕造君 

 5 月 23 日の次年度理事会メンバーによる会議にお

きまして、お配りしている委員会構成で来年度をお願

いすることになりました。来年１年間、よろしくお願

いします。 
 なお、来週から 3 週は各委員会会議を行っていただ

き、来期の事業計画等を決定の上、月内に提出をお願

いします。その上で、最終予算の決定ということにな

りますので、よろしくお願いします。 

 

８．マルチプル・ポール・ハリス・フェロー表彰 

 深谷政男君    

中村文雄君 

 

ポール・ハリス・フェローと 

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー  

 

 年次プログラム基金へ 1,000 ドル以上を

寄付した人、または、ある人の名義で同額

以上の寄付が行われた場合はその名義人が、

ポール・ハリス・フェローとなります。新

しくポール・ハリス・フェローとなった方

には、認証状、襟ピン、メダルが贈呈され

ます。 

2,000 ドル以上の寄付を行ったポール・ハ

リス・フェローには、以下の資格が与えられます。  

・マルチプル・ポール・ハリス・フェローとして認証さ

れます。  

・財団の認証ポイントを使って、ほかの人をポール・ハ

リス・フェローに指名することができます。  

・追加の石の付いたマルチプル・ポール・ハリス・フェ

ローの襟ピンが贈呈されます。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 
第 1532 回例会 平成 20 年６月９日(月) 

 海南商工会議所４F 12:30～ 
ゲスト卓話 地区ＧＳＥ委員長 坂本 順一様 

（和歌山ＲＣ） 
 

10．閉会点鐘 

 

 

 

      ６月のお祝い 

☺会員誕生日 
 ３日  宇恵弘純君  ３０日  中西秀文君 
 １０日 角谷勝司君   
☺奥様・ご主人誕生日 
 １０日 阪口節子様  ２２日 寺下十茂子様 
 １６日 西川智代様  ２３日 上野山衣利子様 
 １７日 上中由貴様  ２４日 田村純子様 
☺一般ニコニコ 
山名正一君  2007～2008 年度、最後の月となりま

した。親睦委員会の皆様、家族例会ご

苦労様でした。 

宮田貞三君  次年度の委員会名簿です。よろしくお

願い申し上げます。 

宮田敬之祐君 今日は出席者が少ないです。家族例会

では、魚谷親睦活動委員長有難う！次

年度の役員名簿に３つも名前が載り

ました。また、自動車に枯葉マークを

貼らないといけません？ 

林 孝次郎君 宮田敬之祐さん、ご指名有難う！。 

宇恵弘純君  5月 24日に海南警察官友の会の 20周

年式典を開催し、ロータリーのメンバ

ーも会員として多数ご参加いただき

友の会会長として御礼申し上げます。

さらに、まだまだ多くの会員募集をし

ますので、よろしくお願いします。 

楠部賢計君  もみじマークは、自動車の天井にでも

貼ります。警察官友の会は素晴らしい

会です。 

上南雅延君  昨日、紀美野町へ草刈に行きました。

私の兄弟がガンですが、最近は良い抗

がん剤が開発されています。 

山名正一君  友好クラブの台湾・彰化東南ＲＣの

13周年記念式典に 6月 24日から行っ

て来ます。柳生さん、お世話になりま

した。 

柳生享男君  台湾に行く前に仕事で、ロシアのウラ

ジオストックへ行って来ます。 

中村文雄君  あてられやすいので・・・。 

花畑重靖君  中村文雄さんは同期です。海南木材協

同組合の理事長をさせていただいて

おります。 

宇恵弘純君  再度のご指名、有難うございます。先

日、納税協会の会館が竣工し、建設実

 



行委員長をさせていただきました。今

日は出席が少なく寂しいですが、ロー

タリーは親睦が中心の素晴らしい会

です。先輩のチャーターメンバーの宮

田はじめ、みなさん有難うございます。 

 

 

 

 

 

 

 

親愛なる同僚ロ－タリアン

の皆さん、私は、ジョーンと

私が過去数か月にわたって享

受したようにロータリアンの

皆さま方にもロータリーの活

躍ぶりを知る機会をもってい

ただけたことを願っています。 

 私たちはインドからフラン

ス、香港からブラジル、フィ

リピンからトルコへと、ロー

タリアンたちが思いやりと創意をもって、「分かちあ

いの心」をどのように実践してきたかを、目の当たり

にしてきました。 

 

目の当たりにした数々の活動 
 私たちはパキスタンでの、すばらしい災害救助活動

でロータリアンたちの貢献によって建てられている

7つの学校の1つの開校式に出席する機会に恵まれま

した。インドでは、ロータリアンの津波復興プロジェ

クトの感動的な成果を検分しました。ブラジルでは、

聴力障害者たちのためのプログラムとあわせて、学問

や職業教育を授けている、サンパウロのロータリアン

たちの基金で運営されている学校を訪ねました。 

 また、私たちはアンダーソン博士のガン・センター

を訪れる患者やその家族のために、ヒューストンのロ

ータリアンたちが４つ星ホテルを設置しているのを

見て、非常に誇りに思いました。 

ロータリアンに示唆を与えた会議 
 私の年度における、もう一つのハイライト、それは

「北アメリカ会員増強会議」でした。この７か所で開

かれた会合は、多くのロータリアンたちから、地域的

な会員減少傾向の反転を切望するという結論を導き

出しました。参加者たちは意見交換を行い、それぞれ

のクラブの会員増強を強化する活力を得て、会場をあ

とにしました。平和会議も、ロータリアンにもう一つ

の示唆を与えました。ブルガリア、インド、ケニア、

それにトルコの各地にロータリアンたちが集い、これ

らの地域が抱えている平和を阻害するそれぞれの問

題を討議しました。ロータリークラブがどのように現

実的な解決方法を提案できるかを考えました。カナダ

やフランスでは、ロータリアンたちが、「平和は可能」

というテーマの会議を計画し、近隣の国からの参加者

たちにより効果的な国際的見解を導き出しました。 

 今月、私たちはロータリーにとってのもう一つの重

要な集い、2008 年ＲＩ国際大会のためにロサンゼル

スへ出掛けます。私がＲＩ会長であったおかげで満喫

できた国際的な親睦活動の一端を経験していただけ

るよう、多くの方がこの機会を役立ててくださるよう

望んでいます。 

ロータリーの働きを賞賛する人たち 
 今年度の旅を通して、ポリオ撲滅や世界で最も貧し

い地域のいくつかで生活の質的向上に努めたロータ

リーの働きに対し、私を賞賛する多くの人々に出会い

ました。特に、「ロータリーは正しい答えをもってい

ます。あなたの組織は男女平等で、すべての人種、肌

の色、信条を代表する、さまざまな国の会員がいます。

ですから、世界がなすべきことは、もっと多くのロー

タリアンをもつことです」と私に語った、アイスラン

ド大統領オラファー・ラグナー・グリムソン氏の言葉

には心を打たれました。私は同意せずにはいられませ

んでした。 

 皆様方の偉大な活動に心から感謝します。ジョーン

と私は 2007－08 年度を決して忘れないでしょう。 

 

 

 

 

2008-09 年度会員増強に関する 

会長主催会議   
会員増強を通じて「夢をかたちに」 
李東建2008-09年度RI会長主催の

会員増強に関する会議にご出席くだ

さい。年度を通じて、世界 12 ヶ所で

開催されるこの会議では、クラブの

会員増強のためのアイデアが話し合

われます。ロータリー・クラブを対

象として行われる同会議では、小グ

ループによる討論が行われ、会員の勧誘と維持の最善

の方法は何か、さらには変化に対する適応について討

議が行われます。  

主題  

・変わりゆくデモグラフィクス  

・目標の策定  

・ボランティアの傾向  

・個人（メンター）指導  

・会員候補者の見つけ方  

出席者  

以下の人々をはじめ、ロータリーの発展に関心を持

つすべてのロータリアンを対象としています。  

・クラブと地区の会員増強委員会委員長と委員  

・クラブ会長とクラブ役員  

・地区ガバナーと地区役員 

 

  開催日   開催地      組織委員長  

7 月 7 日   日本、東京   板橋敏雄 RI 元理事 

 

ＲＩ会長 ウィルフリッ

ド J. ウィルキンソン 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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


