
 
 
 
 
 
 
 

第 1542 回例会 20 年 9 月 1 日(月) 
勝野ガバナー公式訪問(海南３クラブ合同例会) 

18：30～ 於：海南保険福祉センター 
 

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．ゲスト紹介 

第 2640 地区ガバナー 勝野露観 様 
副代表幹事 岡 照二 様 

ガバナー補佐 小池佳史 様 
ガバナー補佐 山名正一 様 

５．出席報告  

会員総数68名 出席者数41名 出席免除会員1名 

  出席率 61.19％ 前回修正出席率 74.63％ 

 

６．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様今晩は。海南三ク

ラブを代表してご挨拶

申し上げます。第 2640
地区ガバナーの勝野露

観様、副代表幹事の岡 

照二様、ガバナー補佐の

小池佳史様、同じく山名

正一様、本日はご多忙の

中、海南三クラブ合同の

ガバナー公式訪問例会

に皆様ご出席頂きまして誠に有難うございます。 
例会前に海南三クラブ会長・幹事とガバナー懇談会

が行われ無事終わりました。懇談会では色々な話題が

出ました。後日、各クラブの例会で会長より報告があ

ると思います。 
本年度の RI のテーマは「夢をかたちに」です。そ

して地区のテーマは「夢を現実に、夢を形にしよう」

です。夢は世界の子供達の為に、平和で、安全で豊か

な社会を創る事です。そして日本人が忘れかけている

ロータリーの精神をよみがえらせる事です。今、日本

では会員の減少が続いています。こうゆう時代にこそ

「楽しい夢」「大きな夢」「素敵な夢」が必要です。私

達海南三クラブは夢の実現に努めます。 
釣りの本、コンプリート・アングラの結びに釣りの

極意が書いてあります。 
「スタディ ツゥー ビィ クワイエット」 
大物（大きな魚）は静かにやってくる。ひたすら心穏

やかに努めよ」と。何事にも通じます。 
勝野ガバナーには、後程 卓話をお願い致します。

皆様心穏やかにお聞き下さい。 

 

７．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 和歌山 RC 花畑重靖君 8/26（火） 
○例会臨時変更のお知らせ 
海南 RC  9 月 3 日（水） → 9 月 1 日（月） 

18：30～ 海南市保健福祉センター 
海南３クラブ合同ガバナー公式訪問 

那智勝浦 RC 9 月 4 日（木） → 9 月 4 日（木） 
  18：00～ ホテルなぎさや 

9 月 18 日（木） → 9 月 18 日（木） 
12：30～ 職場訪問 
通常例会場で昼食後、郵便事業（株） 
紀伊勝浦支店へ移動 

和歌山西 RC 9 月 10 日（水） → 9 月 9 日（火） 
18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山４F 

粉河 RC 9 月 17 日（水） → 9 月 17 日（水） 
 19：00～ 手滝温泉 いよやかの郷 

（観月例会） 
当クラブの通常例会は９月より原

則として前食となり、例会開始は

12：40 からとなります。 
和歌山東 RC 9 月 25 日（木） → 9 月 22 日（月） 

18：30～ 和歌山東急イン 
（ガバナー訪問） 

和歌山北 RC との合同例会 

No.1542

国際ロータリー会長 李東建 

第 2640 地区ガバナー勝野 露観 
R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 

2008-2009 年度 RI テーマ 
「夢をかたちに」 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
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：宮田 貞三  幹事：山田 耕造  ＳＡＡ：阪口 洋一 
http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



○休会のお知らせ 
橋本、紀ノ川 RC ９月２３日（火） 
和歌山西 RC   ９月２４日（水） 

○ガバナー事務所臨時休業のお知らせ 
９月１０日（水） 12：00～17：00 

ガバナーエレクト田辺事務所開設 
 

８．ガバナースピーチ 

第 2640 地区ガバナー 勝野露観 様 
皆さん、今日は！

ガバナーの勝野で

御在います。本日は

公式訪問と云う事

で海南までよせて

致きました。縁と云

うものは有りがた

いもので在りまし

て、ガバナーになら

なければ、和歌山よ

り以南に来ると云

う御縁は無かった

事と存じております。本日は、３クラブ合同と云う事

で、３クラブの会長・幹事さんを始めとする多数のロ

ータリアンに御集まり致き、心より厚く御礼申し上げ

る至第で御座います。先程、５時半より３クラブの会

長さん幹事さんと懇談させて致きまして、各クラブの

現在、将来、そして様々な課題について様々と語り合

い、相談させて致きました。また、地区としての御願

いもさせて致いた至第であります。本日は、プログラ

ムの中に、単にガバナーのスピーチだけで無く、懇親

会も設けて致きまして重ねて御礼申し上げます。スピ

ーチ（ガバナーアドレス）だけではガバナーとしての

思いをどうしても伝えにくいのでありまして、懇親会

において、酒をくみかわし、杯を重ねて行く内に、お

互いの心の垣根が取れ、親しみが生じ、睦つみが生じ、

本心で語り合えます。そう云う状況になってこそ、魂

の会話が出来るものだと信じております。私は真言宗

の寺の住職でありますが、仏法においてば酒の効用に

ついて説明されております。酒は薬として飲むならば

良いとしておるのでして、まず、第一に体を温める、

次にストレスを開放させると云うすぐれた効果があ

るとしております。だからと云って酒を多飲すること

を奨励しておるのでは無く、あくまで、前進的、向上

的な形で飲む事を推めています。 
今日はゆっくりさせて致き、海南の情緒を堪能させ

て致きたいと願っております。そう云う気持ちで寄せ

て致きました。後程、ゆっくりと様々なテーマでもっ

て心ゆくまで語りたいと存じております。 
聞く所によりますと、この海南の地より新宮にかけて

は、日本の最南端に位置し、常に太平洋と云う世界最

大の海に面し、その海と共に生きて来られた。海のエ

ネルギーを吸収し、海の民とし生きて来られ、海の向

こう側に在る国に対する好奇心が誰よりも強い民で

あった。その故に、アメリカ、ブラジルに渡航した人々

が多く、誰よりも海外に目を向けた民でもあったと云

う話しであります。日本に在って非常にめずらしい民

人でありまして、一種の海洋民族の魂を持っておる民

族であります。日本人のほとんどが内向きの精神を持

っており、島国独特の感性を持っておりまして、目を

内に向けるが外に向けないという傾向があります。こ

れは百姓農業を主体とする生活、そして島国と云う地

理的条件から生じて来る日本民族の感性です。しかし、

太平洋に、海に常に接しておると、海の魂を身心に受

け、その影響を受けまして、海の民となるのです。こ

う云う話を以前耳にして感心致した事がありました。

そんな人達とユックリと語り合いたいものだと、常々

願っておったのですが、本日、ここに寄せて致き、私

の願いがかなったわけです。「念ずれば通ずる！」「念

ずれば花が開く」であります。あきらめずに念じ努力

し続けて行けば必ず通ずると云う言葉でありますが、

私の念願の一つが通じた至第です。 
さて、ガバナーと云う立場は、如何なる立場であるか

と言いますと、先ず、第一に挙げられますのが、国際

ロータリーの理事役員であると云う事です。日本のロ

ータリーにおいて、国際ロータリー（R1）の唯一の

役員であります。そう云う立場でありますので R１の

方針を伝達しなりません。次に地区の各クラブの監督

権を持っていると云う事です。各クラブが、活々とし

た素晴らしいクラブにしなければならぬと云う、大変

な役目と責任を持たされておるわけであります。その

為にしっかりと勉強しなさいと云う事で、２年間、徹

底的に訓練され、勉強させられます。アメリカのサン

ディエゴにおいて、世界中 260 カ国から集まってく

るガバナーエレクトと共に、10 日間あまり研修があ

り、日本においても研修会があります。ここで問題に

なりますのは語学でありまして、英語がある程度以上

出来ておらぬと、意志が通じませんので非常に難儀致

します。幸い私は英語がなんとか理解出来ますので、

あまり不自由しませんでした。 
さて、本年度の R1 の方針は、ガバナー月信におい

て、書き、又、地区協議会において、話しをさせて致

き、会長研修セミナーにおいても会長の皆さんには、

お話しをさせて致いておりますので、御理解致いてお

る事と推察しておるのですが、一般の会員の方々には

私から直接話しておりませんので、本日は時間を頂戴

して話をさせて致きます。本年度の国際ロータリーの

テーマは「夢を形に！Make Dreams Real！」で

あります。R1 の会長は韓国ソウルにあるロータリー

クラブに所属しておられる李東健氏です。家業の繊維

業を継がれるまではソウル銀行のエリートでありま

して、すぐれた経営手腕と計数管理能力を持たれた人

物であります。又、ロータリー歴 36 年の大ベテラン

でガバナーを経験せられ、国際ロータリーにおいても、

すぐれた業績を残されております。強国な信念の持主

で若々しいパワーを持っておられます。彼の場合、幼

年期の悲惨な体験をされ、その中で多くの地獄を体験

され、人々の生き地獄を見て来られ、特に幼い子供達

が大変な環境の中で生きておるのを現実に、その両目

で見て来られた。その幼年期の体験が魂の中に焼き付



いておられた故、R1 の会長になられた時、幼い子達

に対する深い愛情が「子供達の夢を現実にしよう！」

「形にしよう！」と云うテーマになったのです。

「Make Dreams Real」と云う本年度の R1 テーマ

が導き出されました。 
私はこのテーマを地区の第一のテーマにし、李東健

R1 会長は子達に眼目を主として置かれておりますが、

私はこれをより広い意味に解釈して「夢を形に！」と

云うテーマを第一にしま

した。皆さん、日々暮し

て行く上で夢は御在いま

すか？理想はあります

か？地区のテーマは夢を

現実にしよう！形にしよ

うと云うテーマです。最

高の理想の型にするには、その夢を実現するには？例

えば皆さんのクラブが沢山の会員であふれている。非

常に楽しい雰囲気で、日々の仕事上のストレスが解消

せられ、有意義な役に立つ話が聞ける。そして、何よ

りも親しい友人達と会える喜びがある。実に魅力ある

クラブであると云う一つの理想の姿のクラブが、夢で

あるとするならば、その夢を実現に移す為には、どう

したら良いのかと言うことです。これはクラブの事だ

けで無く、あらゆる事に通じるのですが、幸福になる

為には、成功する為には、それを現実にするには実践

しなければなりません！行動に移さなければなりま

せん！その為には、夢を知る事、夢を見る事が大切で

あり、必要なのです。現代に生きる我々は、夢を抱く

事、理想を抱く事を忘れてしまっています。あまりに

も現実的になり過ぎ、あまりにもギスギスし過ぎ、あ

まりにも自己中心的、あまりにも物質的になり過ぎて

しまっていて、欲望のみがあまりにも肥大化し過ぎて

しまっています。憧れ！を忘れてしまいました！夢を

抱く事を忘れてしまいました！一時代前は、皆はそれ

ぞれ夢を抱きたとえそれがどんなに小さいものであ

ろうと、それぞれの分に応じた夢を抱き、胸の中に抱

いて、夢の実現に生涯をかえけたものです。出来る！

出来ない！の問題ではないのです。本気になっている

のか、いないのかなのです。その昔、人は空を飛ぶ鳥

を見て、憧れました。自分も空を飛びたいと！その一

念が飛行機を生み出したのです！憧れを現実に変え

る為に、人類はズーっと努力し続けたのです。夢を抱

く事、憧れを持つ事が出発なのです。 
如何に素晴しい夢であり計画であっても、どれ程崇高

な目標であっても、その目標、計画を達成する為には、

長年の努力と人力と資金が、そして慧知が要求される

のです。問題は、その長年の努力を本気になってやり

遂げられるのかと云う事です。忍耐強く、あきらめず、

目標に向って、慧知をしぼって、やり続けられるのか

と云う事なのです。この強い意志が何より大切なので

はないでしょうか？ひょっとしたら、もっと簡単に考

えているのではないのでしょうか？ 
素晴しい夢は、理想は、そんなに簡単に実現できない

のです！ 
会員の皆さん！この事をよく真剣に考えて下さ

い！そもそも人の心の中には幼い頃より、自分が幸福

になりたいと云う願望と、人の役に立ちたい、人の為

になりたい、人から尊敬して欲しい、人から大切にし

て欲しいと云う素直な欲求があります。人に喜ばれた

い人に喜びを与えたいと云う魂の真底から出てくる

願望があります。これが夢と目標に結ながるならば

「生きがい」「生きて行く張りあい」のある人生とな

ります。そして、その人の人生は努力のしがいのある

ものになるでしょう。夢、憧れ、そして目標が、多く

の人々の幸福と喜びに結びつくならば、そして、それ

が自分の幸福にもなるならば、その人生は本当に幸福

なのです。ロータリーはそのように説いているのです。

これが「ロータリーで超我の奉仕」と言い「最も多く

奉仕する者が最も報われる」と言っている事なのです。 
特に後の文言が深い意味を持っているのです。これは

東洋で言うところの因果応報論であり、日本で言うと

ころの因縁です。最も多く人の為に、人に喜びを与え

ようと努力した者が最もよく幸福と云う結果を報い

として受け、人の幸福、人に喜びを与えようと全く考

えず自分の欲望のみを考えて行動した結果、最も悲惨

な結果を報いとして受ける。これは現実を認識する上

で実に大切であり、重要な物の見方です。実に簡単で

すが実に奥深い意味を持っているのです。 
皆さんのなした行為の結果が皆さんのもとにもどっ

て来るのです。皆さんの今の結果は、皆さんの過去に

なした行為の報いなのです。すばらしい行為、すばら

しい考えから出た行動は幸福を生み、誤った行為、誤

った考えから出た行動は必ず悲劇を生みます。地獄が

待ち受けています。 
平成 20 年 9 月 1 日の現在、日本は今まだかつて経

験した事のない大不況の中に突入しようとしていま

す。世界的な形での資源の高騰、原材料の高騰、ガソ

リン石油の高騰と大変な難問題をつきつけられてお

ります。日本のような資源の皆目ない国では、このよ

うな難問題をどのように解決したら良いのか、今、右

往左往して困窮しておると云うのが実情です。9 年前

の平成 11 年、日本は大不況の中に在りました。バブ

ル経済の後始末が出来ず、そのつけ絶対的不況を生み

続けておりました。その頃よりロータリーアンの数が

減少傾向に入っていったのです。バブル経済と今では

誰もが言いますが、その真最中の時は第二次世界大戦

後最大の好景気でジャパン・マネーが世界に強い影響

力を持ち、世界に覆道を及ぼし“アメリカよりもう学

ぶものは無い”と、この世の春をおうかしておったの

です。好景気の時に得た金を貯蓄し、自分の本業の将

来の発展のための開発資金としてそれにつぎ込み、新

しい未来産業の創造育成の為の資金とし、国民教育再

生のための基金とするどころか、遊びに、レジャーに

明け暮れ、手軽な株に熱中して、本来の在り方を忘れ、

マスコミもこぞって物質的繁栄のみを追求しておっ

たのです。この危険性は目に見えておったのですが、

当時の大蔵大臣橋本龍三郎氏はあまりにもその方策

手法が拙速で、しっかりとしたプラン、何の為の総量

規制であるかを問わず、急激に過熱化した経済を冷し

すぎたのです。当に失政であります。当然、内閣総辞



任であって、切腹であるのに、自己の責任を顧みるこ

とをせずに、のうのうと生きてしまいました。大臣が

大臣ならば官僚も官僚です。自己保身のみです。やが

て経済は上向きに転じ、好景気がきました。やっと上

に向いた日本経済は、中国の著しい種の台頭によって

勢をそがれ、コストダウン商品の値段の安い方にぶれ

ると云う、安価競争の中に巻き込まれて、困苦すると

云う状況に引き込まれてしまいました。そして、今の

世界中、資源高騰です。大臣も官僚もこの危機的日本

の状況を正しく認識、対応せずに自分の党の利益追求

のみに走っており、自己保身のみです。つまるところ

国民、一般大衆の指導者たる如き階層、トップリーダ

ー達の大なる欠陥が露見されたに過ぎません。更に言

うならば、一般大衆のレベルの低さであり、特に中年

から若年層にかけてその考え、その魂が、如何に低劣

であったか或はあまりにも無知であったか、或は政活

と云うものがどれ程、国民に影響を及ぼすかを考えな

かったのかを如何に示すのです。正しい価値観、正し

い考え、正しい思想、よりレベルの高い魂を、そして

真の信仰を失った行動は、因果応報、応報の結果、地

獄の苦悩と体験を招くことになるのです。これは歴史

上の真理であります。ロータリーはこう云う考え方の

大切を説いているのです。ロータリーを勉強している

と、世の中の真理を発見できます。ロータリーの文言

は非常に短く書いておりまして、それもロータリー用

決と云うか、英語の翻訳でありますので、どうもわか

りにくい、更に言うならば何を言っておるのか理解し

づらいのです。これは翻訳がおかしいのでして、現文

の英語はわかり易く、誰にでもわかるようになってお

ります。私自身、原文にあたりまして読んでみると、

なーんだ、こう云う事を言っておるのかと、納得した

しだいです。私はガバナー月信において、ロータリー

について、真実のロータリーの教えについて書いて行

く予定でありますので、必ず読んでいただきたいので

す。そろそろ時間がなくなってまいりました。皆さん

方のご多幸とクラブのますますの発展を願い、ガバナ

ーアドレスとさせていただきます。本日は、ありがと

う御在いました。 
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バーミンガム国際大会に行こう！ 
          国際ロータリー会長 李 東建 
親愛なる同僚ロータリアンの皆さん。ロータリーで

私たちは計画を早めに立て、しかも、それが賢明な計

画であることが奉仕活動を成功させる鍵であること

をよく知っています。だからこそ、私は 2009 年にイ

ギリスのバーミンガムで開催される国際ロータリー

国際大会にも今すぐ登録し、早めに計画し、賢いプラ

ンを組まれることを全ての方々にお勧めします。 
○バーミンガムは絶好の場所 
 もし、以前に国際大会に参加した経験のある方なら

毎年行われるこの行事がどんなにすばらしいものか

よくご存じでしょう。そして、もしまだ一度もロータ

リーの国際大会に参加したことがないのであれば、バ

ーミンガムはその手始めとして絶好の場所です。ロー

タリーと同様、バーミンガムには古いものと新しいも

のとが混在しています。歩きやすい中心部とよく整備

された公共交通機関とともに、この街には多様性に富

んだ人々がいて、興味深い歴史があり、すばらしい食

事と満足できる買い物などもできます。その上、イギ

リスの広域な鉄道網は、一時間足らずで簡単に、私た

ちをどこへでも運んでくれます。活気のあるロンドン

や自然が美しいウェールズ、魅力あるイギリス田園地

帯のすべてが、日帰り旅行のできる距離です。また、

国際大会後の休暇には魅力的です。 
○出会い、再会、学び 
 バーミンガムには空港もありますし、ロンドンにつ

ながる高速鉄道もありますので、バーミンガムは世界

中どこからでも行きやすいところです。そして、一度

バーミンガムに着いてしまえば、そこでの滞在は旅行

の価値をぐんと高めることでしょう。そこで、私たち

が世界中の子どもたちのために「夢をかたちに」した

一年を祝おうと、数多くの国々から集まった何千、何

万というロータリアンたちの輪に加わるのです。ロー

タリー国際大会のエネルギーや興奮を言葉で言い表

すのは不可能です。それは、国際大会が終わってから

次の大会が始まるまで、私がずっと楽しみに待ってい

る、ロータリー年度のハイライトであり行事です。私

は旧友と再会し、新しい友人をつくり、世界各地のロ

ータリー･プロジェクトについて学び、自分のクラブ

が超我の奉仕を示すことができる新しい方法を見い

だすことを知っています。 
○国際大会はロータリアンを変える 
 それぞれの国際大会は異なっています。しかし、そ

れぞれが同じ、友情、親睦、ひらめきを約束してくれ

ます。それぞれが特徴的で、それぞれが忘れ難い存在

です。それぞれが二度と出合うことのない好機です。

私はすべてのロータリアンが少なくとも一度はロー

タリーの国際大会を経験すべきであると強く信じて

います。それは、これから先の皆さん方のロータリー

に対する見方を永久的に変えるでしょう。そして、お

帰りになるともう次の国際大会のことを考えている

ことにお気づきになるでしょう。ヨンジャと私は、ロ

ータリーの第 100 回国際大会となるバーミンガムで

皆さんにお目にかかれるのを楽しみにしています。 
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