
 
 
 
 
 
 
 

第 1588 回例会 

平成 21 年 9 月 28 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

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．ビジター紹介   高野山 RC  亀岡 弘昭様 

４．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 50 名 

  出席率 75.75％ 前回修正出席率 81.81％ 

 

５．会長スピーチ     副会長 小椋 孝一君 

ビジター亀岡弘昭様、ご

苦労様です。2640 地区の

RC イースト会ゴルフコン

ペが 9月 23日(水)に白浜ゴ

ルフクラブで開催され、我

が海南東 RC が団体で第 2
位、個人の部では桑添君が

見事、優勝しました。参加

の皆さん、ご出席ありがと

うございました。 
今月開催の当クラブの IDM は、会員増強について

と 35 周年記念についてのテーマで開いていただいて

おります。活発なご意見有難うございました。 
また、和歌山、海南、有田の各３クラブと地区の雑

誌広報委員会の共催で｢ロータリー写真展｣が開かれ

ます。10 月 7 日(火)プレオープン、10 月 10 日(土)正
式オープン（11：00～オープニングセレモニー）が

和歌山マリー

ナシティーの

和歌山館 1階で

10 月 20 日まで

開催されます。

みなさんのお

こしをお待ち

しております。 
 

６．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○メーキャップ 
 和歌山南 RC  花畑 重靖君  7／31 

○例会場変更のお知らせ 
有田 2000RC 

9 月 30 日(水)→9 月 26 日(土)午後 3 時頃集合 
「稲むらの火の館」施設見学 

新宮 RC 
9 月 30 日(水)→9 月 30 日(水)18:30～ 

海鮮にぎりや「海宝」 
熊野 RC 合同月見例会 

有田南 RC 
10 月 6 日(火)→10 月 4 日(日)A,M8:00 出発 

京都(親睦家族例会) 
和歌山東 RC 

10 月 8 日(木)→10 月 8 日(木)18:30～ 
和歌山東急イン 

○レート変更のお知らせ 
10 月ロータリーレート  １＄＝90 円 

○災害儀損金について 
兵庫県佐用町の水害および駿河湾沖地震に関し、義

捐金の協力の礼状が届きました。当地区で合計額

1,914,671 円の義捐金を頂きました。有難うございま

した。 
 
７．委員会報告 
○表彰  RC イーストゴルフコンペ 

 個人優勝 桑添 剛君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○雑誌広報委員会      委員長 新垣 勝君

10 月 7 日～17 日までロータリー写真展が和歌山

館であります 
○社会奉仕化委員会        委員長 山名 正一君 

10 月 17 日(土)「道路清掃の奉仕活動」へのご参

加よろしくお願いします。 
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○35周年記念委員会     委員長 山名 正一君 

記念事業の企画について、IDM での活発な意見よ

ろしくお願いします。 

○職業奉仕委員会      委員長 山田 耕造君 

例会終了後委員会開催しますので委員の方は残

って下さい。 

８．会員卓話 

○新会員卓話                      千賀 知起君 
 みなさん今日は。私は「美

登利」をさせていただいてお

ります。日頃は皆様にご利用

いただき有難うございます。 
さて、私のいつも感じてい

ることは「男はつらいよ」の

主人公である「車 寅次郎」

に学び、生きることです。空

気の読み方が大切であり、意

識しています。ロータリアンとしても奉仕の心を忘れ

ずに頑張って生きたいと思いますので、皆さんのご指

導を宜しくお願いします。 
○地区職業奉仕委員長会議報告 

職業奉仕委員長 山田耕造君 
2009 年 9 月 19 日 和歌山

JA ビルで開催されました。

国歌、ロータリーソングにつ

づいて、村上ガバナーより、

地区役員及び手話のパネラー

の紹介。ガバナーあいさつで

は「本年度の委員長会議はす

べて、田辺でやってきたが、

初めて、田辺以外で開催した。

有意義な会議にしてほしい」との話があった。 
村上ガバナーあいさつ要旨 
1． 来月は職業奉仕月間である。職業と奉仕は本日入

れないものである。職業は反復継続し、利益がで

なければいけない。奉仕は第三者に向って何かを

する。自分に対して、見返りはないという考え方

である。 
2． 職業奉仕は他に何かをするというのではなく、人

間性を向上させ、技能を向上させ、自分自身を向

上させるのがロータリーの職業奉仕でなかろうか。 
続いて、勝野パストガバナーは手続要覧重視の考え

方でありました。研修会にくる時は手続要覧をもって

くるように、読みこめば有意義なものであるとのこと

でした。 
地区職業委員の話では、有田 2000 の佐藤職業委員

の話が印象に残りました。要旨は①木船の材料を販売

する製材業だったが、船がプラスチックになり、売れ

なくなった②建築材料販売に転じたが、客が固定して

いて、入りこめなかった。個人客にねらいをしぼり、

独自のサービスの提供により、軌道にのせることがで

きた③商売の基本として、木材を重視している。木材

は切り旬(3～9 月は最悪)に切り、製材の時は 1 回り大

きく製材し、そりを出した後、再度、製材しなおして

いる。自分の生きている内に評価されないと思うが、

木造建築の基本を大切にしていきたい。 
角谷職業奉仕アドバイザーの要旨(職業奉仕はいか

に誕生したか)は①初期は心を開いて、なんでも話し

合える友人をくる②次に仲良くなり商売をするのも

いいのではないか③ロータリーに入れば、金がもうか

るということで、会員が急増した。1 業種 1 名(現在

は 5 名)とした④ロータリーが永続するには、奉仕が

必要という考え方が表れ、社会奉仕、国際奉仕ができ

た⑤互恵取引がダメという、金もうけのために入会し

た者がやめることが多くなるので、互恵取引のかわり

にでてきたのが、職業奉仕である⑥最もよく奉仕する

者、最もむくわれるという考え方になった。 
パネルディスカッションは｢職業奉仕｣は今のロー

タリーに必要か、どうか？ 
村上ガバナーの要旨は①職業奉仕は技能と人間性の

向上ととらえるなら、今も評価をうけられる②R1 も

職業奉仕は重視している③シェルドンの時代と大き

くかわっているが基本に流れるものは同じでないか。

職業奉仕を忘れてはいけない。 
勝野パストガバナーからは、綱領の中心は職業奉仕

である。職業奉仕がなければロータリーでない。職業

奉仕がなくなれば、個人的にはやめてしまうか、わか

らない。 
最後に平尾パストガバナーの総評では「すばらしい

会議であった。自分の職業をもって役にたつ、これが

職業奉仕と思う」と締めくくりました。 
 

１０．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1589 回例会 21 年 10 月 5 日(月) 

      海南商工会議所 ４F 18：30～ 
お誕生、ご結婚祝い 

 
 
 
 
 

桑添 剛君  イーストゴルフコンペで優勝しました。 
山名正一君  道路清掃のご協力お願いします。 
塩崎博司君  明日 IDM よろしくお願いします。 
上南雅延君  総福寺住耺の亀岡先生(高野山 RC)に

お勤めいただき祖母の 33 回忌を 9 月

17 日に行いました。 
柳生享男君  先日イースト会参加の皆様お疲れ様

でした。桑添様、優勝おめでとうござ

います。 
那須正志君  クラブからのお見舞いありがとうご

ざいました。 
吉田昌生君  17 日夜の TV 番組「全国の名字ショ

ウ」で鈴木さんのルーツと紹介され連

休中全国から 115 組の鈴木さんが参

りました。いよいよ鈴木屋敷の整備復

元にとりかからなければならなくな



りました。皆様のご理解とご協力をお

願いいたします。 
千賀知起君  本日卓話よろしくお願いします。 
山田耕造君  今日帰ると海南市展で市長賞の通知

が届いていました。花畑会長、お世話

になりました。 
寺下 卓君  地区の会議へ行ってきました。旅費を

もらいました。 
中尾亨平君  9 月 25 日開催 1 組 IDM 残金 
上野雅也君  IDM3 組参加の皆様お疲れ様でした。

オブザーバーの皆様も参加ありがと

うございました。清算金入れさせて頂

きます。 
亀岡弘昭様  お世話になります。 
(高野山 RC)  
 
 
 
 
 
 
ケニー会長が会員増強目標を設定 

 

2009－2010年度

の会員増強目標を

達成したクラブに

は、ジョン・ケニ

ー国際ロータリー

（ＲＩ）会長の署

名の入った表彰状

が贈られます。ま

た、ＲＩが決定し

た上位 10 クラブ

と 10 地区もカナ

ダのモントリオー

ルで開催される

2010 年国際大会のステージ上で表彰される予定

です。  

ケニー会長の定めた会員増強目標を達成する

には、クラブは少なくとも１人の会員純増や少な

くとも 80％の会員維持率、女性や若年層（50 歳

以下）の会員の割合を増加など、いくつかの要件

を満たさなければなりません。 

地区に対しては、既存の各クラブにおいて少な

くとも 1人の会員純増や少なくとも 1つか 2つの

新クラブの結成などが目標となっています。 

クラブは、目標の達成結果を 5 月 15 日までに

ガバナーに提出します。地区は、この結果を証明

した上で、これを地

区の達成結果とと

もに、5月 22 日まで

にＲＩに提出する

必要があります。証

明書式は、後日、ウェブサイト（www.rotary.org）

からダウンロードが可能になる予定です。詳細は、

ＲＩウェブサイトからご覧ください。 

http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/New

s/Pages/090917_news_kennygoals.aspx 

 

ケニー会長の定めた 

会員増強目標を達成要件 
クラブに対するケニー会長の目標 

○ 少なくとも１人の会員純増 

○ 少なくとも 80％の会員維持率および、以下

のうち 2 つを達成 

○ 女性会員の割合を高める 

○ 資格を有する若年層の会員（50 歳以下）の

割合を高める 

○ RI またはロータリー財団プログラムの学友

を少なくとも１名入会させる 

○ 会員に多様性を持たせる（職業、性別、年

齢など）  

地区ガバナーがクラブ目標の達成を証明す

る必要があります。  

地区に対するケニー会長の目標 

○ 既存の各クラブにおいて少なくとも 1 名の

会員純増 

○ 既存の各クラブにおいて少なくとも 80％の

会員維持率 

○ 少なくとも 1つか 2つの新クラブを結成 
 
 
 
ロータリーは、世界中の事業および専門職業人

のリーダーが集まる国際的組織です。人道的な奉

仕活動を行いながら、あらゆる職業における高い

道徳的水準を奨励しています。 

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。 

 

一歩ずつ平和を構築する 
ロータリー世界平和フェローとしてチュラロン

コーン大学で学んだモネットさんは、同様のアイデ

アを持つほかの 3 人の平和フェローと手を組み「A 

Million Acts of Peace（100 万の平和活動）」とい



う活動を立ち上

げました。8 月

27 日にオンラ

インで開始され

たこの活動は、

100 万人の人々

に平和活動をそ

れぞれ一つ実施

するよう呼びか

けるというもの

です。 

「このアイデ

アは、一見大き

な意味を持たな

いような小さなことでも、100 万人の人々が行えば

大きな影響をもたらすことができる、という考えか

ら生まれました」とモネットさん。 

モネットさんと手を組んだのは、フィリピン陸軍少

佐のグレゴリオ・ヘルナンデス・ジュニアさんと、

平和構築に関する研修者とコンサルタントを務め

るカナダ出身のラシーマ・アラムさん、ならびに元

大佐でインド出身のヴィレンダー・シン・マリクさ

んです。3カ月のプログラムを修了したこの 4人の

平和フェローは、自分たちのウェブサイトに加え、

ソーシャルネットワーキングサービスの Facebook

と Twitter を通じて 、積極的に活動を推進してい

ます。彼らのウェブサイトでは、平和活動として「ほ

かの人々、地域、文化への理解を深めるような活動」、

また、「弱い立場にある人々、社会から見捨てられ

た人々、恵まれない人々を支援するような活動」を

行うよう呼びかけています。E メールあるいは

Facebook を通じて連絡してきた人々の数を含め、

これまでに約 150 の平和活動が報告されたとモネ

ットさんは話します。 

「コミュニケーションこそ紛争防止の重要なカ

ギであり、対話こそが紛争解決の要です。もし私た

ちの活動によって人々が互いに話し合い、協力し合

うことができたらな、私たちの目標は達成されたと

言えるでしょう」モネットさんは、カナダ、オンタ

リオ州のオタワ・ロータリー・クラブから推薦され

てロータリー世界平和フェローシップ・プログラム

に参加しました。これまで、アジア問題、ならびに

テロ行為と世界の安全保障に関連する問題を専門

に、カナダ外務・国際貿易省のスポークスパーソン

として働いていましたが、現在短期間の休暇をとっ

ています。モネットさんの祖父は元ロータリアンで、

父親、ならびに叔父と叔母がロータリー青少年交換

プログラムの元参加者です。モネットさんは、高校

生のときにオタワ・ロータリー・クラブが後援する

1 週間のプログラムに参加しました。これは、カナ

ダの首都に生徒を集め、市民としての役割を指導し、

リーダーとしてのスキルを育成するというプログ

ラムでした。「オタワがとても好きになりました」

と、カールトン大学に通いコミュニケーションと政

治学の学位を取得したモネットさんは話します。 

モネットさんたちは、年度末までに目標を達成した

いと考えていますが、たとえ目標までわずかに届か

なかったとしても、落胆することはないと話します。

「多くの人々に平和について考えてもらうこと、そ

れが私たちにとって一番大切なのです」モネットさ

んたちは、できる限りの支援を得ようとロータリー

クラブと地区にメッセージを送り続けています。 

「私たちの活動は、ロータリーの活動によく通じて

いると思います」とモネットさん。「ロータリーと

共通の価値観を持っていると思うのです。ロータリ

ーの真髄は平和にあるのですから」 

 

国際大会における分科会の提案を募集 
 

RI 国際大会では、

ロータリアンが、

世界各国からやっ

て来た参加者にそ

の成功談を紹介す

るたくさんの機会

があります。大勢

のロータリアンと

ゲストが出席する分科会もその一つです。 

カナダ、ケベック州のモントリオールで 6 月 20

～23 日に開かれる 2010 年 RI 国際大会の分科会を

提案してみようという方は、11 月 16 日までに 提

案書（PDF、英語）をご提出ください。 

提案書には、以下の情報を明記してください。 

提案する主題とセッション名 

セッションの内容と形式に関する簡潔な説明（1

～2段落にまとめる） 

セッションの計画にあたる代表連絡者の氏名 

モデレーターまたは進行者の氏名（代表連絡者と

異なる場合） 

参加予定者の氏名（わかっている場合）  

提案書はすべて、ジョン・ケニーRI 会長ならび

に 2010 年国際大会委員により審査されます。分科

会の数は限られているため、すべての提案書が承認

されるわけではありません。  

提案書は、11 月 16 日（月）の締切日までに、RI

国際会合担当部のプログラム開発担当者、Norah 

Webster（ノラ・ウェブスター）までご提出くださ

い。質問はウェブスターまで E メールまたは電話

（1-847-866-3055）でご連絡ください。 

分科会提案書と提案書に関する指針は以下の

Web サイトからダウンロードすることができます。 

http://www.rotary.org/ja/Members/Events/Ann

ouncements/Pages/09sept01_annc_conv_sessions.

aspx 

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


