
 
 
 
 
 
 
 

第 1614 回例会 

平成 22 年 5 月 10 日(月) 
海南商工会議所 ４F 18：30～ 

夜間例会 お誕生日、ご結婚お祝い 
 

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 青少年交換学生 ティアゴ君 

６．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 43 名 
   出席率 62.32％ 前回修正出席率 79.71％ 
 

７．会長スピーチ     会長 花畑 重靖 君 

みなさん、こんばんは。

昨日は、地区協議会への参

加、ご苦労様でした。本年

度の 2640 地区の会員純増

５名のクラブは、海南東Ｒ

Ｃ、田辺ＲＣ、田辺はまゆ

うＲＣ、和歌山ＲＣの４ク

ラブです。会員数は、田辺

ＲＣ、和歌山南ＲＣの90名、

堺ＲＣの 75 名、和歌山の 71 名、海南東は 69 名で５

位になります。 
平成 22 年５月８日（土）に春日神社で、第１２回

春日万葉の森歌大会、短歌、俳句の全国大会がありま

した。私は実行委員長を８年続けています。この日も

あいさつと賞状を渡しました。今年は平成遷都 1300
年祭で忙しく、文化協会ほうがく部の演奏やお茶会を

行いました。県外からもたくさんの方が出席され、盛

会に終えました。 
ギリシャの財政危機をきっかけに株価は下がり、金

の値上がりとかで、さらにピカソの絵に史上最高の

101 億円の値がつきました。ピカソ(1881～1973)は
20 世紀を代表する画家で、絵画「ヌード、観葉植物

と胸像」が 5 月 4 日、ニューヨークで開かれたオーク

ションにて、1 億 648 万ドル(101 億円)で落札されま

した。クリスティーンズ競売会社によると史上最高の

落札価格で、これまでの記録はスイスの彫刻家ジャコ

メッティのブロンズ像「歩く男」の 1 億 430 万ドル

だったそうです。今回のピカソの絵画は縦 162 セン

チ、横 130 センチで 1932 年３月の作品で愛人のマリ

ー・テレーズを一日で描きあげたと言われています。 
芸術の春です。4 月、5 月の３分の１は、東京の六

本木生活です。新国立美術館へ 10 時から 18 時まで

の勤務です。18 時からは自由時間です。六本木は東

京で一番にぎやかなところです。24 時間眠らない街

で、キャバレーも 24 時間営業です。独身者にはもっ

てこいの六本木生活ですが、明るく、楽しく、健康で！

に加えて、力強く、美しく、若く、新しくもと感じて

います。 
 
８．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 那智勝浦 RC 

5 月 20 日(木)→5 月 23 日(日) 10：40～ 
紀の松島めぐり、バーベキュー（家族親睦会）  

 海南西ＲＣ 
6 月 3 日(木)→5月 23 日(日) 

奈良（家族会） 
９．委員会報告 

○国際奉仕委員会      委員長 柳生 享男君 

 6月 24日から台湾の彰化東南ＲＣの創立 15周年記

念式典の参加者を募集します。多くのご参加をお願い

します。 

○親睦活動委員会      委員長 大江 久夫君 

 出欠の最終確認と駐車場の確認をしますので、ご協

力、宜しくお願いします。 

○情報委員会        委員長 土井 元司君 

 ＩＤＭを今月中に開催してください。 

 

10．青少年交換学生スピーチ     ティアゴ君 

 みなさん、こんばんは。22 日で日

本に来て、9 ヶ月になります。日本

のあちこちに行かせていただき、た

くさんのことを学びました。ブラジ

ルのお父さんは、日本食が大好きで

す。私は寿司の作り方を覚えて帰り

たいと思います。ゴールデンウイークに花田さんの奥

さんに東京ディズニーランドへ連れて行ってもらい

ました。本当にお世話になり有難うございました。 
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10．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1611 回例会：22 年 5 月 17 日(月) 

海南商工会議所 ４F 12：30～ 
    会員卓話 寺下 卓 様 
        ＷＣＳ海外視察実施報告 
 
 
 
 
 
 
 
 
☺会員誕生日 
  ５日 花田 宗弘君  １９日 嶌村 佳郎君 

  ８日 塩崎 博司君   

☺奥様・ご主人誕生日 
  １日 小椋 安子様   ６日 中村 多美子様 

  １日 田中 恵美子様   

  ４日 宮田 康子様 

☺結婚記念日 
  １日 嶌村 佳郎君  １８日 山名 正一君 

  ５日 谷口 誠也君  １９日 倉橋 利徳君 

  ５日 大江 久夫君 

☺一般ニコニコ 
小椋 孝一君  息子の歌がカラオケで流れるように

なりました。皆さん歌ってください。 
三木 正博君  地区協議会に参加しました。雑誌広

報部門で勉強しました。 
花畑 重靖君  小椋の息子さんの歌に！ 
岩井 克次君  ガバナー杯野球大会で野球部が新宮

に 8 対２で勝ちました。みなさん、

有難うございます。 
那須 正志君  野球、楽しかったです。みなさん、

有難うございます。 
宇恵 弘純君  ガバナー杯野球大会、クラブの支援

ありがとうございます。また、林さ

ん、ご参加、有難うございました。 
寺下  卓君  野球、楽しかったです。みなさん、

有難うございます。 
林  孝次郎君 野球、見てて楽しかったです。良い

ゲームで、勝ててよかった。 
中村 俊之君  野球で足を痛めました。 
宮田 敬之佑君 青い薬が良く効きます。 
山田 耕造君  昨日、谷脇さんにお世話になりまし

た。 
花畑 重靖君  地区協議会、参加ご苦労様でした。 
        5 月 12 日理事会、5 月 17 日の例会

を欠席いたします。 
谷脇 良樹君  昨日、地区協議会参加の皆さん、ご

苦労様でした。 
岩井 克次君  地区協議会に参加し、勉強しました。 
上野山 雅也君 地区協議会、ご苦労様でした。 
柳生 享男君  ゴルフできる喜びに浸っています。 

 

2010 年 規定審議会 主な速報 
 
3 年に 1 回開かれる規定審議会が、4 月 25～30 日、

ロータリーの発祥の地、アメリカ・シカゴで開催され

た。規定審議会は、国際ロータリーの立法機関で、Ｒ

Ｉの組織規定を改定する権限をもっています。各地区

から 1 人選出された代表議員たちが、地区やクラブか

ら出された立法案を審議します。（主な採択を抜粋） 
 
○クラブの名称または所在地域の改正案の通告をガ

バナーに報告することを義務づける。 
○クラブが性的指向に基づいて会員身分を制約する

ことをなくする。 
会員身分の制約において、性別、人種、皮膚の色、

信条、または国籍、または性的指向に基づき会員身分

を制約すること、もしくはRI 定款または細則に明白

に規定されていない会員身分の条件を課すことはで

きない。本細則本節の規定に反するクラブ定款は無効。 
○クラブ役員に直前会長を加える。 
クラブの役員は、会長、直前会長、会長エレクト、

1 名または数名の副会長、幹事、会計、および会場監

督とする。 
○出席規定の適用免除は最長 12 カ月間、65歳以上。 
出席規定の免除で、出席規定の適用の免除は、最長

12 カ月間までとする。また、年齢が 65 歳以上の会

員で、かつ、一つまたはいくつかのロータリー・クラ

ブのロータリー歴と会員の年齢の合計が 85 年以上

とする。 
○会員身分の存続の指針に「四つのテスト」と高い倫

理基準に。 
会員身分の存続において、第5 節の「他の原因によ

る終結」では、理事会全員の3 分の2 を下らない賛成

投票によって、その会員身分を終結せしめることがで

きる。本会合の指針となる原則は、第7 条の第1 節お

よび「四つのテスト」ならびにロータリー・クラブ会

員として持つべき高い倫理基準とする。 
○四大奉仕部門を五大奉仕部門とする。新世代奉仕部

門を追加した。 
奉仕の第五部門である青少年奉仕は、指導力養成活

動、社会奉仕プロジェクトおよび国際奉仕プロジェク

トへの参加、世界平和と異文化の理解を深め育む交換

プログラムを通じて、青少年ならびに若者によって、

好ましい変化がもたらされることを認識するもので

ある。 
○「社会奉仕に関する1923 年の声明」の第一項を、

奉仕の哲学の定義として、使用することを検討するよ

うRI 理事会に要請する件を採択。 
[参考] 
「決議23-34」は、2007 年のロータリー章典から削

除されたことから提案。決議23-34は1923年、セント

ルイス大会で採択された、現在まで数回の修正が行わ

れ、現在の2007 年の手続要覧には、「社会奉仕に関

する1923 年の声明」として掲載されている。 

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


