
 
 
 
 
 
 
 

第 1579 回例会 (2009-2010 年・第一例会) 

平成 21 年７月６日(月) 
19：00～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

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．お客様紹介 

ガバナー補佐 川村 克人様 (有田ＲＣ) 
５．新入会員の紹介 

   朝井 修君、中村 俊之君、千賀 友起君 

６．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 50 名 

  出席率 74.63％ 前回修正出席率 81.16％ 

 

７．会長スピーチ      会長 花畑 重靖君 

皆様、こんばんは。 
 ガバナー補佐の川村克

人様、お忙しい中ようこ

そおいで下さいました。 
 再入会の朝井修さん、

新入会の中村俊之さん、

千賀知起さん、ご入会お

めでとうございます。 
私が 22 年前、昭和時

代、新入会したときのこ

とを述べさせていただきます。この私の席に中村俊之

さんのお父さんのたかとしさんが座っていました。今

の寺下さんの席に、朝井修さんが座っていました。今

の名手さんの席に、昭和の名手さんが座っていました。

あれから 22 年、朝井さんも、名手さんも年を取って

いません。若いです。その時の会員数は 67 名、新入

会員は 3 名、中村文雄さんと笹尾さんと私です。その

時の親睦委員長は山名さんでした。一ヵ月後の新入歓

迎会にはカラオケを歌えとのことでした。大嫌いなカ

ラオケ、坂本冬美の祝い酒を練習して歌いましたがう

まくなりません。へたです。それをみかねたのか先輩

のおいたさん、同期の笹尾さんと何回となく和歌山へ

連れていってもらいました。それでもうまくならない

ので、花ちゃんに合った歌をこしらえていると笹尾さ

んが言って、あれから 22 年、まだこしらえてもらっ

ていません。 
 花ちゃんと言われるようになったのも、ロータリー

に入会してからです。入会時の思い出はいろいろあり

ますが、本日はこれくらいにします。 
会長方針に入ります。本日皆様の手元にある「手に

手つないで」を見て下さい。 
会長方針は「明るく。楽しく。健康で！」そして、

「増強なくして活性化なし。奉仕の喜び。みんな仲好

く輪になって」です。私は海南東ロータリークラブに

入会させて頂きいろんな面で大変良かったです。新し

く入会した方も、こんな楽しいクラブならもっと前か

ら入会したかったと言っています。 

みんながそう思えるクラブにしたいです。 

 

一年間、宜しくお願いします！ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  花畑会長    寺下幹事   名手Ｓ.Ａ.Ａ 

 

８．ガバナー補佐祝辞  

     ガバナー補佐 川村 克人様 (有田ＲＣ) 

花畑会長様、寺下幹事様を軸と

して、本年度新組織による初例会

の開催おめでとうございます。心

よりお祝い申し上げます。 
また、前期の宮田会長様、山田

幹事様ありがとうございました。

一年間のお勤めを終わられほっ

とされたことと存じます。深く感謝申し上げます。 
海南東ロータリークラブ様の、知る人ぞ知る有名な夜

間例会にお招き頂き、誠に有難うございます。感激い

たしております。 
貴クラブは、今や２６４０地区で先頭を走って下さ

っているクラブでございます。平尾パストガバナーを

はじめ、地区に派遣されて活躍されている委員長や委

員、ガバナー補佐の先輩など、沢山の方々がおられま
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して、広域活動の人数は一番多いと存じます。誠にご

苦労様に存じ、私も色々勉強させて頂きたいと思って

おります。どうかよろしくお願い申し上げます。ただ、

私こと図らずもガバナー補佐を拝命いたしました。役

立たずとお叱りを受けてはいけませんので、お役に立

つかどうか分りませんが、ガバナーやＲＩのことをち

ょっとでも早く情報を仕入れたら皆様方に遅滞なく

お知らせ申し上げ、また皆様方のご意見や、お考えを

適確にガバナーにお伝えして、すこしはご支援出来ま

すよう微力ながら努力したいと存じます。よろしくお

願い申し上げます。本日は、初例会、誠におめでとう

ございます。 
 

９．新会員の紹介 「ご入会おめでとうございます」 

 
 
 
 
 
 
 
 

朝井  修君    中村 俊之君   千賀 友起君 

 
10．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○メーキャップ 
東京紀尾井町 RC   小椋孝一君 7／2 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山西 RC  

7 月 22 日（水） → 7 月 23 日（木） 

18：00～  ラヴィーナ和歌山 
和歌山東ＲＣ 

7 月 23 日（木） → 7 月 20 日（月） 

16：30～ ロイヤルパインズホテル 
 和歌山城南 RC 

7 月 23 日（木） → 7 月 23 日（木） 

18：30～ 一心（サマー例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山城南 RC   7 月 30 日（木） 
 
11．委員会報告 

雑誌・広報・ＩＴ委員会  委員長 新垣 勝君 
ロータリーの炎に RI の方針が載っています。お目

通しを。 
 

12．新旧会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

                会長バッジ 

 

13.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1580 回例会 21 年 7 月 13 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

決算報告、予算案審議・100％出席(通算)表彰 
 
 

7 月のプログラム 
 
６日 夜間例会  ＰＭ７：００～ 

      新会長方針発表 
      新旧会長・幹事バッジ交換 

新会員の紹介、お誕生・結婚祝い 
 13 日 例  会 １２：３０～ 
     決算報告・予算案審議 
     100％出席(通算)表彰 
 20 日 祝日 休会 
 27 日 例  会 １２：３０～ 
     地区委員長会議報告 
      雑誌・広報・ＩＴ委員長 
      クラブ増強（退会防止）委員長 

 
 
 

 

 

     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   ２１日 嶌村和子様 
 １８日 小久保マユミ様  
☺結婚記念日 

１１日 山田耕造君  

☺一般ニコニコ 

花畑重靖君  川村克人さま、お忙しいのにお越し下

さいましてありがとうございます。 
       朝井さん、中村さん、千賀さんご入会

おめでとうございます。 
上中嗣郎君  朝井さん、千賀さん、中村さん、入会

おめでとうございます。 
       新役員さん頑張って。 
新垣 勝君  川村 AG ようこそ。 
       花畑丸出版おめでとうございます。 
       朝井さん、中村さん、千賀さんよろし

く。 
       宮田さん御苦労様でした。 
       山名 AG 御苦労様でした。 
奥村匡敏君  名手さん、SAA 頑張って。 
三木正博君  RC に入会して半年、よろしく。 

SA 頑張って下さい。 



辻 秀輝君  久しぶりに、月曜日の夜間例会に出席

させていただきました。 
吉田昌生君  花畑新会長はじめ、みなさんの前途を

祝し、宮田前会長はじめみなさまのご

苦労に感謝いたします。 
中村雅行君  名手君、2 回目の SAA、おつとめご

苦労様です。 
       千賀知起君、中村俊之君、入会おめで

とうございます。 
宮田貞三君  朝井修さん、千賀知起さん、中村俊之

さんご入会おめでとうございます。 
       花畑会長、寺下幹事、名手 SAA、素

晴らしい 1 年でありますように。 
       林さん、花田さん、田村さん、世界大

会出席大変御苦労様でした。ありがと

うございました。 
宮田敬之佑君 花畑丸、楽しくメンバーを導いて下さ

い。 
山畑弥生君  千賀さん、朝井さん、中村さんご入会

おめでとうございます。 
寺下 卓君  川村ガバナー補佐様、ようこそいらっ

しゃいました。また、新入会員の皆様

おめでとうございます。今年一年よろ

しくお願いします。 
谷脇良樹君  花畑会長、寺下幹事、名手 SAA 頑張

って下さい。 
山田耕造君  朝井さん、再入会おめでとうございま

す。また、写真教えて下さい。 
山名正一君  川村ガバナー補佐様、本日はようこそ

お越し下さいました。1 年間ご苦労様

ですが宜しくお願いします。 
       また、前期は有田 RC 様には大変お世

話になり、ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 

「ロータリーの未来はあなたの手の中に」 

（The Future of Rotary Is in Your Hands） 
 

ジョン・ケニーＲＩ会長 
JOHN KENNY 

 
「親愛なるロータリアンの 
皆さん」 
 
スコットランドで初め

てのＲＩ会長 
 この組織がもつ 104 年の

歴史の中で、初めてスコッ

トランド出身のＲＩ会長と

して選出され、世界中のロ

ータリアンたちのために奉仕する栄誉を与えられた

のは、とても名誉なことです。なぜならばスコットラ

ンドは、ＲＩ、すなわちＲＩ理事会やＲＩ会長、世界

本部や国際大会といったものとは無縁の存在だった

からです。あるのは、自分自身のホームクラブにおけ

るロータリアンたちの普段の例会だけです。 
 ロータリーでは、私たちがいかにあるのか、いかに

ありたいと願うかということのすべてが、それぞれの

クラブのロータリアンたちの手の中にあります。もし、

私たちのクラブが居心地よく例会がうまく運営され

ていれば、もし、奉仕活

動が入念に計画され役

に立っていれば、もし、

会員たちの質が高く誠

実で、それぞれの職業や

地域社会で尊敬を集め

ていれば、ロータリーは

存続するでしょう。これが、私が「ロータリーの未来

はあなたの手の中に（The Future of Rotary Is in 
Your Hands）」と言っている理由です。 
 
過去から学び、成功例に基づいて活動を 
 水、健康と飢餓、それに識字率向上は、これから始

まる年度の私たちの強調事項です。今年度、私は各地

のロータリアンの皆さんに、自分たちの過去の経験か

ら学び、成功を築き続けるようお願いします。さらに、

健康や福祉に関しては、子どもたちだけではなく、彼

らの家族やそれぞれの地域の人々にも広げて活動を

継続するよう皆さん全員にお願いします。きれいな水

の不足が世界の多くの地域で深刻さを増している折

から、水と公衆衛生には特に焦点を当てるようお願い

したいと思います。 
 スコットランドには「自分の庭の外に目を向けよ」

という私の好きなことわざがあります。つまり、私た

ちの家庭や地域社会を基準にしてものを考えるので

はなく、それを超えた見方をしなければならないとい

う意味です。私たちが住んでいるのは、さまざまな地

域社会や世界中にある国々の中のたった一つの地域、

たった一つの国にすぎないということを認識しなけ

ればなりません。 
 
会員があってこそクラブは偉大 
 これらの地域社会一つひとつには、やり遂げなけれ

ばならない活動があります。ロータリアンとして、私

たちは何もせずにそれらを見過ごすわけにはいきま

せん。ロータリアンとして、私

たちは自分たちの責任を受け入

れます。私たちにはそれができ、

そうしなくてはならないのです。

それぞれのクラブがあってこそ

ロータリーは偉大なのであり、

そこにいる会員があってこそク

ラブは偉大だということを私た

ちは知っているからです。 



国連事務総長の講演で 

第 100 回国際大会が開幕 
 

6 月 21 日、イギリス・バーミンガムでの 2009 年国

際ロータリー国際大会の開会本会議で潘基文（パン・

ギムン）国連事務総長が特別講演を行い、ロータリア

ンの活動をたたえました。 

潘氏は「ロータリーは世界

ポリオ撲滅活動に全身全霊

をささげている」と称賛。

「『ポリオのない世界』とは、

ロータリーが抱く明確なビ

ジョンです。今こそ、撲滅を

完遂するときです。世界中の

政府の協力が必要とされて

います。私たちが手を合わせ

れば、次世代の子どもたちに

ポリオのない世界をもたらすことができるのです」と

述べ、国連の協力を約束しました。 

また、「国連は、ロータリーが今後も活動を着実に続

けていくと信頼を寄せています。グローバルな現在に

おける私たちの強みは、協力関係です。全協力者が手

を取り合って取り組んでいかなければならないので

す」とし、気候変動、飢餓、資源の減少などの世界的

な問題への支援も求めました。 

 第 100 回のロータリー年次大会は、李東建ＲＩ会長

の韓国と開催地イギリスの文化を反映したパフォー

マンスで彩られました。ロータリーが存在する国と地

域の国旗入場には、いつもながら、その数の多さを実

感することができました。 

 田中作次国際大会委員長は、今回の大会が特別であ

ったのは、第 100 回というこ

とばかりではありません。日

本にとっては、この大会の委

員長が日本のロータリアンの

田中作次氏（第 2770 地区・八

潮）だったことも挙げられる

ことでしょう。田中氏は、開

会式のあいさつで、「1910 年

以来、毎年、ロータリアンは

年次大会に集まってきます。

最初は、60 人のロータリアンがシカゴに集まりまし

た。アメリカの 14 のクラブから集まった方たちです

が、この大会で、全米ロータリークラブ連合会が組織

されました。1910 年の大会は、私たちの伝統のもと

となりました。

将来を討議し、

親睦の楽しむ

ような行事を

つくったので

す」と、第 1

回大会の意義

について紹介

しました。 

 李東建ＲＩ会長は、「ここバーミンガムにおいて、

第 100 回年次大会にいること

は、非常に喜ばしいことです。

私にとって、この年度は、成

長と発展の年度でした。そし

て、学ぶ年度でもありました。

ロータリアンが自分たちの力

を最大限に発揮して、夢をか

たちにすることを目の当たり

にすることができました。そ

して、私は、自分も最大限に

努力をしなければいけないと感じました。また、私は

これまでの人生において、一番英語を使う年度でもあ

りました。この過程の中で、ロータリアンがいかに辛

抱強く、私を理解しようと思ってくださっているかと

いうことを感じました」と述べ、「英語圏以外のロー

ターアクター、インターアクターの皆さんに申し上げ

ます。簡単な言葉です。“英語の宿題をきちんとやり

なさい”いつか、あなたたちの中から、ＲＩ会長が出

るかもしれないのです。がんばってください」と、ユ

ーモアたっぷりに呼びかけました。 

 李会長はアフリカを訪れたときに見た病気で飢え

た母子について述べ、「私は、このような貧しい人た

ちがいるんだということを認識しました。そこで私は、

自分のできる限りのことをして、子どもたちの死亡率

を提言し、夢をかたちにしようと、堅く誓ったのです」

と、子どもの命を救うことを呼びかけた背景を紹介し

ました。 

「皆さまの思いやりの心によって、私たちはさらによ

いことをしていくことを信じています。皆さまの固い

決心によっ

て、専門知識

によって、奉

仕をしてい

くに違いあ

りません。ま

た、私は、近

い将来、ポリ

オがなくな

るということも信じています。皆さまのロータリーの

2 億ドルのチャレンジにたいする反応はすばらしい

ものです。私たちの公共イメージが最高なものになっ

ています。皆さまが夢をかたちにすることに尽力くだ

さったこと、水、保健、飢餓緩和、識字率の向上のた

めに活動してく

ださったこと、

それによって子

どもたちの死亡

率を低下させて

くださったこと

に対して、心か

ら感謝いたしま

す」と結びまし

た。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


