
 
 
 
 
 
 
 

第 1536 回例会 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 

 

１．開会点鐘       
２．国歌斉唱             「君が代」 

３．ロータリーソング       「奉仕の理想」 

４．ロータリークリードの唱和 

５．ゲスト紹介    ガバナー補佐 小池 佳史様 
６．ビジター紹介    

フィリピン・タグビラランＲＣ トミー ミタ様   
 
７．出席報告  

会員総数68名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 67.16％ 前回修正出席率 79.1％ 

 

８．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

本年度の RI の会長は、

韓国の李東建さんです。

RI 会長は、少年時代戦

争で貧しく荒廃した社

会で育ちました。世界

の貧しい子供達の夢を

かなえるために「夢を

か た ち に 」「 Make 
Dreams Real」をテー

マに掲げました。デザ

インは、慈愛に満ちた

母親が子供をやさしく抱いている姿を描いています。

そして今年も水、識字率の向上、保健、飢餓を強調事

項として継続して行く事を表明されました。 
そして３万という数字を挙げられました。毎日避け

られるはずの原因で命を落とす５才未満の子供達の

数です。この２１世紀にあって貴い子供の命が毎日３

万人も無駄に失っているということは到底信じられ

ないことです。飲水は汚水しかない為に毎日何千人も

の子供達が死んでいます。又、教育が受けられない為

に、極貧の連鎖を断ち切る事が出来ないばかりに死ん

で行くのです。毎日３万人の子供達が、死ななくても

よい原因で命を落としています。子供達の窮状を訴え、

子供達のために貢献できるところに焦点を当てて実

践することを宣言されました。 

第２６４０地区のガバナーは勝野露観さんです。和

泉 RC の方で長命寺の代表役員さんです。地区のテー

マは「夢を現実に」「夢を形にしよう」です。 
皆さんがロータリーに入会する時「豊かな地域社会

と世界平和」を現実するという大きな夢を抱いて入会

しました。その夢を現実するために行動してほし

い！！そして地区の目標、地区の方針をクラブも引き

継いでほしいとの意向です。クラブの方針はロータリ

ーの原点、ロータリー綱領を理解し、ロータリーの魅

力を知ってもらう。そしてロータリーの精神を甦らせ

る。ロータリーとは何か、ロータリーの綱領とは、四

つのテストとは、ロータリーを知ることにより、ロー

タリーが好きになれます。好きになるとロータリーが

楽しくなります。職業奉仕委員会では綱領をやさしい

文章にしたロータリークリートを用意してくれまし

た。毎月第１例会で唱和したいと思います。 
今年は海南東 RC の伝統と歴史を振り返り、クラブ

の原点である創立当時の熱き思いと、クラブ誕生の背

景、輝かしい歴史と実績を知ることにより、明日から

のクラブの飛躍につなげたいと思います。 
会員増強について２名の増強を達成したいと思っ

ています。拡大担当は谷脇さんにお願いしました。地

区としての大きな視野で拡大の可能性をさぐって、次

年度の村上有司さんの年度で２６４０地区として拡

大を実現させてほしい。地区として拡大、増強が必要

です。 
社会奉仕、国際奉仕、米山奨学会、ロータリー財団、

新世代委員会は前年度素晴らしい実績をおさめられ

ました。本年度も引き継いで行って行きたいと思って

います。御協力お願い申し上げます。 
クラブリーダーシッププランについて、CLP の本質

を理解し、クラブの活性化に利用できるかどうか、変

化の激しい今の時代に何を変えるか、何が変えなくて

もよいか。大事に残すべき所、変えなくてはいけない

所、充分に時間をかけて会員皆様と勉強して対応して

いきたいと思います。 
クラブ研修リーダーを新垣さんにお願いしました。

ロータリーの理念を会員で研修するについて指導的

役割を果たしていただきたいと思っています。研修の

為に新しい手続要覧を一冊ずつ皆様に買う予定をし

ています。IDM は年２回以上開きたいと思っていま

す。“クラブを活性化するについて”“魅力的なクラブ
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にする”アイデアをお聞かせいただき、皆様のお力を

おかりして一層活気あるクラブを目指していきたい

と思っています。 
私達クラブの自慢のひとつは趣味の集まり、同好会

がたくさんある事です。強い絆と深い友情で結ばれ、

どの会も活気にあふれています。会員同士の親睦を深

めるには、同好会が大変重要です。今年もどうか各委

員会活動においても、同好会同様、全員参加で奉仕活

動を実践していただきたい。そして奉仕の喜びを分か

ち合って一層の親睦を深めて楽しんでいただきたい。

貴方の趣味はと聞かれたとき“趣味はロータリーで

す！”と言えるようになりたい！！ 
当クラブにおいて第１回目の卓話は玉置勇さんで

した。卓話の内容は出席についてでした。“出席はロ

ータリアンにとって最小の奉仕であり最大の奉仕で

す。ロータリーで一番大事な事は出席です”と卓話さ

れました。３４年前も今も同じで出席は重要です。 
今年は RI そして地区も飢餓問題に取り組んでいま

す。今、世界で約８億人もの人が飢餓状態です。アフ

リカでは約５０ヶ国、人口約８．５億人です。その内

３億人が１日１００円以下の生活をしています。ケニ

アでは学校給食に異変が起こっています。給食の時間

４割の子供が給食を残して家に持って帰ります。家で

待っているおなかをすかせた弟や妹の為に給食を残

して持って帰るのです。学校給食が家族を支えている

のです。WFT の援助でアフリカの学校給食が行われ

ています。食糧価格の急騰で予算が底をつき来年の予

算の目処はついていません。しかるに日本では１年間

に食糧２０００万ｔも廃棄されています。パーティー

の食事は１５％、結婚式の食事は２０％が手つかずで

ゴミ箱へ棄てられています。私達の例会の食事もこの

中に入っているとすれば、飢餓問題一番手近な所から

取り組まなければなりません。６月２日宇恵さんは、

雨の夜間例会は誘い合って例会へ出席しようとニコ

ニコで発言されました。皆さんが出席している例会で

訴えたかったと言われました。私からももう一度申し

上げます。雨の例会、特に夜間例会は、近所の会員さ

ん同士声をかけ合い、誘い合って例会に出席お願い申

し上げます。 
今年取り組みたい事がもう一つあります。弁当につ

いてです。毎回ゲスト、ビジターの人数を合わせて５

５人前用意しています。今年は弁当の数を調整して注

文しようと思っています。例会日に仕事が入って欠席

が決まった時は、お手数ですが、必ず金曜日までに事

務局までご連絡下さい。 
昨年、ビルゲイツ財団からロータリーにポリオ撲滅

についてのチャレンジ補助１億ドルの話がありまし

た。ロータリーはそれを受けて３年間で１億ドル集め

る事に決めました。ビルゲイツ財団の１億ドル合わせ

て２億ドルでポリオ撲滅に使う事に決めました。１人

３０ドルの寄付になります。私達のクラブは、弁当の

節約分をポリオチャレンジ補助に使いたいと思って

います。 
今年１年“寛容の心”で御支援、御協力お願い申し

上げます。 

９．ガバナー補佐スピーチ 

ガバナー補佐 小池 佳史様  
こんばんは。今年度ＩＭ

２組のガバナー補佐とし

て着任させて頂きました、

御坊東ＲＣの小池佳史で

す。海南東ＲＣの担当をさ

せて頂きますので、一年間

よろしくお願いします。当

クラブとは、イーストゴル

フコンペでお世話になっ

ており、パストガバナー平尾寧章さんには、ＲＣの

ご指導して頂きありがとうございます。 

本年度の２６４０地区ガバナー勝野露観氏は、和

泉市で真言宗の長命寺住職をされています。弟子も

７０名以上おられ四ヶ寺を管理されています。今年

度は、当クラブの山名さんと二人でＩＭ２組のガバ

ナー補佐として勝野露観ガバナーを一生懸命アシ

ストさせて頂きますので、よろしく、お願いします。

ありがとうございました。 

 

10．新旧会長・幹事バッジ交換 

 

               左)直前会長 

                  山名正一君 

 

               右)新会長 

                 宮田貞三君 

 

 

 左)直前幹事 

   上芝良造君 

 

右)新幹事 

山田耕造君 

 

 

11．委員会報告 

○雑誌広報委員会      委員長 田中 丈士君 

今年から「ロータリーの友」を後ろのテーブルの上

に置きますので、必ずお持ち帰りください。今月号は、

RI 会長はじめ、各地区のガバナーの紹介が載ってい

ます。ロータリーの友を是非お読みください。 

○ロータリー情報委員会   委員長 新垣 勝君 

今年、一年はしっかりやります。宮田会長のあいさ

つにもありましたが、手続き要覧を是非、熟読してく

ださい。また、読むのが苦手な方でわからないことは、

先輩等に聞いてください。 

○親睦活動委員会      委員長 寺下 卓君 

 7/1 から、ホームページがリニューアルされていま

す。特に今年は、親睦会・同好会のページを充実した

いので、写真等の情報をお寄せください。 

 



○職業奉仕委員会     委員長 宮田 敬之佑君 

 最近、食品の産地偽装等の問題が多く取り上げられ、

職業倫理が薄れ掛けています。今年から第一例会でロ

ータリーの綱領（クリード）を唱和することにいたし

ました。言葉に出して職業倫理を実践していきたいと

思います。 

 

12．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山城南ＲＣ 

7 月 24 日（木） → 7 月 24 日（木） 

18：30～   あおい茶寮「サマー例会」 
和歌山南ＲＣ 

7 月 25 日（金） → 7 月 20 日（日） 

19：00～ ホテル太公望「納涼家族例会」 
○例会休会のお知らせ 

田辺東ＲＣ ７月 23 日（水） 
海南ＲＣ ７月 30 日（水） 
和歌山城南ＲＣ ７月 31 日（木） 

 

13．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 153７回例会 平成 20 年７月 14 日(月) 
創立記念例会 19：00～  

 会員卓話 「ロータリー入会の思い出」  
         チャーターメンバー  

 

 

 

 

 

     Happy birthday！  

７月のお祝い 
 
☺会員誕生日 

  ５日 田村健治君   １６日 田中丈士君 
  ５日 上田善計君   ２３日 田中秀夫君 
 １０日 宮田敬之佑君  ３１日 井本充彦君 
☺奥様誕生日 

  ４日 角谷元子様   １８日 塚本多賀子様 
 １８日 小久保マユミ様 ２１日 嶌村和子様 
☺結婚記念日 

１１日 山田耕造君  

☺一般ニコニコ 

 新垣  勝君  宮田貞三丸の出航を御祝いいた

します。 

 平尾 寧章君  ロータリーは私の第２の職業で

す。地区では新世代のカウンセラ

ーです。できるだけ地区の情報を

伝えていきます。 

 木地 義和君  「上手な事業継承」のＪＣの講演

会があります。多くの参加をお願

いします。 

 山名 正一君  小池ガバナー補佐様、本日はよう

こそお越しくださいました。これ

からも宜しくお願いします。 

 田中 丈士君  宮田会長、肩の力を抜いて頑張っ

てください。 

 吉野  稔君  宮田会長はじめ、役員・理事の皆

様、今年一年ご苦労様です。 

 谷脇 良樹君  宮田会長はじめ、新役員さん、頑

張ってください。 

 西川 富雄君  三役さん、一年間、頑張ってくだ

さい。 

 横出  廣君  阪口さん、ＳＡＡ、一年間、頑張

ってください。 

 宮田 貞三君  会員の皆様、一年間よろしくお願

いします。小池ガバナー補佐様、

本日はお忙しいところ有難うご

ざいます。 

 山田 耕造君  一年間よろしくお願いします。 

 阪口 洋一君  一年間よろしくお願いします。寺

下さん、大江さん、魚谷さん、先

日はお世話になりました。 

 

 

 

 

 

2007－08 年度 『THE ROTARIAN』 

写真コンテスト結果発表 
国際ロータリー（ＲＩ）の

公式雑誌『THE ROTARIAN』が

「超我の奉仕」をテーマに募

集した 2007－08 年度の写真

コンテストは、アメリカ・コ

ネティカット州（第 7890 地

区）マンチェスターロータリ

ークラブ会員、リチャード S. 

ローレンス氏の作品が最優

秀に選ばれました。作品は、

同地区の 11 クラブが 2 万

4,000 ドルを集め中米グア

テマラで行った、ろ過装置な

どを贈る協同プロジェクト

での 1コマです。 

何百という応募の中、同誌

スタッフにより 6 作品に絞

られ、オンラインを含むロー

タリアンの投票で最終的に

ローレンス氏の作品が選ば

れました。 

なお、優秀作品は『 THE 

ROTARIAN』6 月号に掲載。最

優秀を含む 6作品は、ＲＩの

ホームページ（英語）でも見ることができます。 
http://www.rotary.org/en/MediaAndNews/News/Pages/photocontest08winner.

aspx 



 

 

 

 

 

クラブ会員の指導力を伸ばす 
 

クラブの指導力

育成プログラムは、

クラブ会員のリー

ダーとしてのスキ

ルを磨き、仕事面で

の充実を図るとと

もに、将来のクラブ

指導者を育てるこ

とを狙いとしてい

ます。  

RI の新しい出版

物「指導力育成：プ

ログラムを始める

た め の 手 引 き 」

（250-JA）は、プロ

グラムの主題として推奨されている 10 の指導力関連

トピックの概要を紹介しています。  

・コミュニケーションの技能  

・指導のスタイル  

・ボランティアを率先し、動機づける方法  

・個人（メンター）指導  

・時間管理  

・目標の設定と責任の分担  

・長期計画の立案  

・倫理と四つのテスト  

・合意（コンセンサス）の構築  

・チームワーク  

この出版物には、各トピックについて、話の要点、

討論のための質問、活動例など、実用的なアドバイス

が満載されています。  

 

会員増加への呼びかけと表彰 
 

「大きく成長している

ロータリー・クラブでは、

興奮と熱意を感じること

ができます」と述べるの

は、2008-09 年度 RI 会員

増強・維持委員会のマイ

ケル・マクガバン副委員

長です。 

世界中のクラブを活気

づけるために、李東建 RI

会長は、世界中に足を運

んで会員増強のためのア

イデアを喚起しています。

12回にわたって行われる

会長主催会議の第 1回会議は、7月 7日に東京で開か

れ、会議では会員の勧誘と維持の最善の方法について

話し合うための小グループ討論会が行われます。  

アルゼンチン、ブラジル、エジプト、南アフリカで

開かれる会議では、今年度の RI テーマ「夢をかたち

に」の中心的な優先事項である子供の死亡率低下につ

いても取り上げられます。  

会員の増加に向けてクラブと地区に行動を呼びか

けるために、李会長は、新たな会員増強表彰プログラ

ムを設立しました。2008-09 年度中に 10 パーセント

の会員純増を達成したクラブには、李会長の署名入り

の表彰状が贈られます。地区レベルでは、2つの新ク

ラブ結成と 10 パーセントの会員純増が達成されなけ

ればなりません。地区に贈られる表彰は、会員増加を

達成したクラブの数の割合によって異なります。  

会員純増率が最も高かった上位 10 クラブと地区は、

英国バーミンガムで行われる2009年RI国際大会の壇

上で表彰されます。表彰の対象となるためには、クラ

ブは 5 月 15 日までに「会員アクセス」から会員情報

を更新する必要があります。受賞クラブは、RI の会

員データベースの数字を基に決定されます。  

「この目標は、クラブや地区が会員増強を優先事項

として取り組めば達成されるでしょう」とマクガバン

副委員長は話します。  

 

新会員 ロータリーへようこそ！ 
新会員となった皆さんには、ロータリー・クラブと

国際ロータリーを通じて、クラブ、地元地域、さらに

は世界中の人々と交流する機会が提供されています。  

経験豊かなロータリアンは、参加こそが鍵であると

口を揃えて言っています。関心のある分野の委員会に

参加したり、例会の挨拶係を引き受けたり、奉仕プロ

ジェクトのチームに加わるなど、積極的にボランティ

アとして参加してください。こうした活動に参加すれ

ばするほど、クラブの仲間との親睦が深まり、ロータ

リーについて深く理解できるようになるでしょう。 

 

新会員用のビデオをご活用ください 
 新会員のためのオリエンテーション・プログラムで

役に立つ便利なリソースをお探しですか。このビデオ

は、ロータリアンがいかに地域社会や世界中で貢献す

ることができるかを説明するとともに、四大奉仕部門

について概説しています。  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新会員を推薦した会員 
「2008-09 年度新会員推薦者

ピン」（現在、青色のピンが登

場）を贈りましょう。ピンは、

ロータリーの被免許業者を通

じてご注文いただけます。

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


