
 
 
 
 
 
 
 

第 1625 回例会  

平成 22 年 8 月 2 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．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 48 名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹 君 

皆さん今晩は。毎日、

暑い日が続きますが、お

体に気をつけてくださ

い。 

7 月 25 日の青少年交

換委員会に大江さん、大

変ご苦労さまでした。 

まったく、早いもので、

もう、１カ月経ち、２度

目の夜間例会となまし

た。８月は会員増強拡大

月間です。みなさんのご

協力よろしくお願いします。会長スピーチはＲＩの情

報を知らせるものだと、ある先輩会員から教わりまし

た。ロータリーの三大義務は、ご承知のように“会費

を払う”“例会に出席すること”“「ロータリーの友を

読むこと”の３つですが、その「友」をしっかりと読

んでいただければ、ここで報告することは何もなくな

り、これから、何を話せばよいかを考えることになり

ます。硬い話が多いので、何か和らげるにはと前々か

ら思っており、ゴルフを休んでいる間、少し読書をは

じめ、まず、目にとまったのは、渡辺淳一でありまし

た。そしたら、地区で出会ったある先生がまさに渡辺

淳一の世界そのものの人にバッタリ、そして、今、そ

の方と親しくお付き合いさせていただいております。 

ＲＩ会長のメッセージ「友」７月号巻頭にある「変

化の風」WINDOS OF CHANG もしかしたら吹いてくるか

も、そんな予感があるかも知れません。有難うござい

ました。 

７．幹事報告        幹事 上野山 雅也 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山西ＲＣ 8 月 25 日（水）→ 8 月 25 日（水） 

18:00～ 「がんこ和歌山六三園」 

 海南西ＲＣ   8 月 26 日（木）→ 8 月 29 日（日） 

奈良へバスの移動創始活動   

○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ   8 月 10 日（火） 

有田 2000ＲＣ  8 月 11 日（水） 

和歌山西ＲＣ  8 月 11 日（水） 

高野山ＲＣ   8 月 13 日（金） 

   

８.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1625 回例会  22 年 8 月 9 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

   
 
 
 
 

Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

  ５日 上野山雅也君  ２２日 吉野 稔君 
 １１日 宮田貞三君   ２３日 上中嗣郎君 
 ２１日 吉川博之君   ３１日 口井健司君 
○奥様誕生日 

  １日 井本加栄子様  ２０日 前田夏乃様 
  ９日 桑添養子様   ２７日 中村友紀様 
○一般ニコニコ 
楠部 賢計君  生まれて初めて大峯山へ登ってきま

した。足には自信があったつもりで

したが、ダメでした。 
山東 剛一君  谷脇会長、役員の皆様。一年間ご苦

労さま。 
柳生 享男君  次男坊が当社に来てくれました。こ

れで少し安心。 
吉田 昌生君  角谷さんのアイディアで「かいなん

夢風鈴まつり」スタンプラリーが盛

大にスターとしました。案内が忙し
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くなり３年になります。これからの

人生を楽しく過ごしたいと思います。 
名手 広之君  今日はゆっくり酒を呑もうと思って

いましたが、三木さんが休みました

ので、ＳＡＡ代行で、ゆっくり呑め

ません。 
 
 
 
 
 
 

「地域を育み、大陸をつなぐ」 

ＲＩ会長メッセージ 
 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 
 何人かのロータリアン

から、私の会長年度の国際

ロータリー（ＲＩ）テーマ

として「地域を育み、大陸

をつなぐ」 

 Building Communities – 

Bridging Continents」と

いう言葉を選んだ理由を

尋ねられましたので、説明

させていただきたいと思

います。 

二つの目的を同時に満足

させる言葉。 

 過去のすべてのテーマを

検討した結果、私はロータ

リアン以外の人々に私たちの目的をひと言で理解し

てもらえ、ロータリア

ンの皆さんには会員と

しての誇りをもっても

らえるという、二つの

目的を同時に満たすよ

うな言葉を探すことに

決めました。 そこで私は、ロータリアンとしての情

熱、創造力、それに寛大さを言い表す言葉を探しまし

た。ふさわしい言葉を考えるに当たって、ロータリー

とはロータリークラブの組織であるとともに奉仕の

精神であり、私たちは、奉仕、親睦、多様性、高潔性、

リーダーシップといった中核となる価値観をほかの

人々やほかの組織と共有しなければならない、という

ことを心に留めていました。 

 私は多くの語句を検討しました。その結果、ロータ

リーの現在の任務を述べ、ロータリアンたちが最善を

尽くしている私たちの顕著な業績について述べる 4

つの単語を選びました。「地域を育み、大陸をつなぐ 

Building Communities – Bridging Continents」です。 

 

ロータリーは世界をより良い方向に変え続ける 
 これら 4語が「ロータリアンとはどのような人々で、

何をしようとしているか」を適切に言い表していると、

皆さんにご同意いただけるよう願っています。私たち

はたぐいまれな組織で、事実、世界で最も優れた組織

の一つです。私たちは、私たちの大切な地域社会にお

いては精神と資源を築き上げ、世界的には、ポリオ・

プラスや国際奉仕プロジェクトの立役者です。 

 ロータリーは世界を変えてきました。そして、ロー

タリアンたちはそれをより良い方向に変え続けるで

しょう。その方法は単純です。私たちにとっての成功、

私たちが成すべきことのすべては、ロータリアンたち

が情熱を傾け、ロータリアンたちが何かをするとき、

もっとも得意な分野に私たちの最善の努力を集中す

ること、それが「地域を育み、大陸をつなぐ Building 

Communities – Bridging Continents」なのです。 

 

 

 

ハリケーン「カトリーナ」から 5 年 

2005 年 8 月 29 日に

米国メキシコ湾岸

を直撃したハリケ

ーン、「カトリーナ」

がニューオーリン

ズとミシシッピ州

の一部に壊滅的な被害を与

えて以来、ロータリアンは地

域の復興を誓い、救援活動に

向けて数百万ドルもの募金

を集めてきました。そして、

2011 年 5 月には、ロータリー

にとって最も重要な年次行

事である国際大会が、再びニ

ューオーリンズで開かれようとしています。   

 

｢リコネクションズ」8 月号が発行されました 
 

「リコネクションズ」の 8月号がご覧いただけるよ

うになりました。隔月に発行されるこの電子ニュース

レターは、学友の活躍や功績のほか、ロータリーに関

する最新ニュースをお伝えするものです。 

「リコネクションズ｣8 月号の内容は以下の通りです。 

・法制改革の世界的専門家が財団学友の最高賞を受賞 

・ロータリーの学友が平和の展望について語る 

・学友がケープタウンで同窓会を開く 

・ロータリアンが参加したモンゴルへの大冒険 

学友の皆さんは、 連絡先を更新 すれば、「リコネク

ションズ」を Eメールで自動受信することができます。 

学友以外の方で｢リコネクションズ｣を定期受信した

い方は こちらをクリック し、画面左端にある「Eニ

ュースレターを定期受信する 」の下の枠に E メール

のアドレスを入力して、｢提出｣をクリックしてくださ

い。 

2010-11 年度ＲＩ会長 

レイ・クリンギンスミス 
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