
 
 
 
 
 
 
 

第 1535 回例会 20 年 6月 30 日(月) 
最終例会 「初音」 18:30～ 

 

１．開会点鐘       
２・ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．出席報告  

会員総数68名 出席者数47名 出席免除会員1名 

  出席率 70.15％ 前回修正出席率 77.61％ 

 

４．会長スピーチ      会長 山名正一君 

 2007～2008 年

度の例会も今日が

最後となりました。

理事役員を含め会

員皆様には何かと

ご協力いただき感

謝しています。想い

おこせば昨年のこ

の時期、「これから

１年長いな～」と云

う思いで憂鬱でし

たが、今となれば

「光陰矢のごとし」

アッという間の１年でした。各委員会の皆様のおかげ

で素晴らしい事業が実施されましたが、自分が思い描

き計画していたことで遣り残した事も沢山あります。

私の不徳の致すところでクラブ会員皆様に多々、ご迷

惑をおかけしたことと思いますが、ロータリーの友情

に免じてお許しください。今日は、美味しいお酒が飲

めます。 
次期、宮田会長、宜しくお願いいたします。期待し

ています。 
 

５．幹事報告         幹事 上芝良造君 

○例会臨時変更のお知らせ 

高野山ＲＣ 

7 月 4 日（金） → 7 月 4 日（金） 

17:00～    花菱 
橋本・紀ノ川ＲＣ 

7 月 8 日（火） → 7 月 6 日（日） 
橋本カントリークラブ   

 （初家族例会） 

○例会場変更のお知らせ 

和歌山中ＲＣ 

7 月 4 日（金）より 
和歌山県民文化会館「フロラリア」→ 
   三木町レストラン「デューン」 

 

６．閉会点鐘 

 

次回例会 
第 1536 回例会 平成 20 年７月７日(月) 

夜間例会 19：00～  
お誕生・結婚祝い 
新会長方針発表・新旧会長・幹事バッジ交換 
 

 

 

 

 

 

 

山名正一君  皆様のご協力、ご支援により 本日の

最終例会を迎える事が出来ました。１

年間ありがとうございました。次年度

会長宮田さん、期待しています。 
上芝良造君  １年間ありがとうございました。 
上野山雅也君 １年間つたないＳＡで、失礼しました。

皆様のご協力感謝いたします。 
吉野 稔君  山名会長初め、役員、理事皆様 ご苦

労様でした。 
阪口洋一君  昨日、林さん、花田さんと大阪へハワ

イアンを聴きに行ってきました。楽し

かったです。  
 

 

 

 

 

ジョン・ケニー氏が 

2009－10 年度ＲＩ会長公式ノミニー 
 

ロサンゼルス国際大会の第 4回本会議において、ス

コットランド・セントラル州（第 1020 地区）グラン
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ジマウスロータ

リークラブ会員

のジョン・ケニ

ー氏が、2009－

10 年度国際ロ

ータリー（ＲＩ）

会長に選ばれま

した。ケニー氏

は受諾スピーチ

で「スコットラ

ンドの人口はわ

ずか 500 万人、

ロータリーの地

区が 3 つしかあ

りません。です

から、スコット

ランドのロータ

リアンとして、

ロータリー史上

初のＲＩ会長と

なれることに特

別な栄誉を感じ

ます。英国の島

すべてを合わせても、ＲＩ会長は 5人目です。ロータ

リーの長い伝統を十分に意識し、輝かしい歴代会長の

足跡をたどっていきたいと思います」と述べました。

さらに「コミュニケーション手段の発達によって世界

が小さくなったと言われますが、世界にはまだ弱い立

場にあり、住む家もなく、お腹を空かせ、希望もない

人々があまりに多く存在しています。皆さんの支援と

熱意があれば、こうした悲惨な状況を少しでも和らげ

られると信じています。どうか、努力する精神を忘れ

ないでください」と結び、会場から大きな拍手を受け

ました。 

 ケニー氏は、彼とジューン夫人をサポートし、勇気

づけてくれた人々に対し、感謝の気持ちを述べました。

「私たちは、ロータリー地区が 3つしかない、人口わ

ずか 500 万人の小さな国の出身です。ですから、スコ

ットランドのロータリアンとして、ロータリー史上、

初めての会長となれることに、特別な栄誉を感じます。

英国の島すべてを合わせても、わずか 5人目です」 

ケニー氏は、ロータリーとスコットランドのつなが

りが、ロータリー創設当時からのものであったと話し

ました。創立者ポール・ハリスの妻、ジーン夫人がエ

ジンバラの出身であっただけでなく、北米以外で開か

れた初めてのロータリー年次大会も、1921 年のエジ

ンバラ大会だったと言います。 

「ロータリーの長い伝統を十分に意識し、輝かしい

歴代会長の足跡をたどっていきたいと思います」と講

演の中で述べたケニー氏は、次のように続けます。「全

力を尽くし、会長という役職を品位あるものに保って

いきます」「事業と私生活における高い道徳的水準を

保つことは、ロータリーの初期と同じく、今もなお重

要だと信じています」と話すケニー氏に、会場のロー

タリアンから大きな拍手が挙がりました。 

「グランジマウス・ロータリー・クラブに入会する

よう、ある人が勧めてくれていなければ、私が今ここ

にいることはありませんでした。私はこのクラブの

37 年来の会員です」とケニー氏。「これからの 2年間

にできなくて残念なこと、それは、毎週火曜日のラン

チタイムに開かれる私のクラブの例会に出席できな

いことです」「コミュニケーションの発達によって世

界がより小さくなったと言われますが、世界にはまだ、

弱い立場にあり、住む家もなく、お腹を空かせ、希望

もない人々があまりに多く存在しています」とケニー

氏は結びます。「皆さんの支援と熱意があれば、こう

した悲惨な状況を少しでも和らげるために取り組ん

でいけると信じています。どうか、努力する精神を忘

れないでください」 

 

2009-11年度のRI理事も、この会議で選ばれました。

これらは以下の各氏です（敬称略）：ジョン T. ブラ

ウント（米国カリフォルニア州、セバストポール・ロ

ータリー・クラブ）、フレデリック W. ハーン・ジュ

ニア（米国ミズーリ州、インデペンデンス・ロータリ

ー・クラブ）、アントニオ・アラジェ（ブラジル、パ

ラナ、クリチーバ・レステ・ロータリー・クラブ）、

黒田正宏（青森県、八戸南ロータリー・クラブ）、李

奎恒（キュー･ハン･リー）（韓国、京畿、東安養ロー

タリー・クラブ）、デイビッド C. J. リディアット（英

国、エイボン州、ブリストル、クリントン・ロータリ

ー・クラブ）、エックハルト・パンデル（ドイツ、ビ

ュッケブルグ・ロータリー・クラブ）、K. R. ラビン

ドラン（スリランカ、西部州、コロンボ・ロータリー・

クラブ）、トーマス M. ソーフィンソン（米国ミネソ

タ州、エデン・プレイリーヌーン・ロータリー・クラ

ブ。  

 

李東建 RI 会長エレクト 
 

2008年 RIロサンゼルス国際大会の閉

会本会議で講演する 
 

李会長エレクトは、2009 年 6 月 21～24 日に英国バ

ーミンガムで開かれる次年度の RI 国際大会の議長を

務めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2009-10 年度 RI 会長に選ばれたジョン・ケニ

ー氏。スコットランドから初めてロータリーの会

長として選ばれたのは栄誉であると、RI 国際

大会に出席したロータリアンに語りました。 

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


