
 
 
 
 
 
 
 

第 1629 回例会  

平成 22 年 9 月 6 日(月) 
18：30～ 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 43 名 

  出席率 63.24％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹 君 

皆さん今晩は。９月に

入っても暑い日が続きま

す。この暑さは、いつま

で続くのでしょうか？皆

さん、お体に気をつけて

ください。 

 今月は「新世代の月間」

です。先の規定審議会で

第５の奉仕部門として、

新世代奉仕が入ったこと

で、今までに増して、いろんな幅広い分野での活動が

行われることになると思います。 
 年齢３０歳までに若い世代に対して、ひいては将来

のロータリークラブの会員としての予備軍としても、

期待されます。インターアクトは 14 歳から１８歳の

若い人、ローターアクトは 1８歳から３０歳までの青

年で構成されております。 
和歌山県民の人は１００万人を割りました。社会的

にも少子化問題が取り立たされているように若者の

減少がこれからの社会に大きな影響を与え、新世代の

若者の重要性が高まります。ロータリーにおいても、

こうした現状を踏まえ、新しい展開や提案をしていく

ことが大切です。 
 
６．幹事報告        幹事 上野山 雅也 君 
○メイクアップ 

  和歌山東ＲＣ 9 月 2 日  中村 雅行君 

  和歌山北ＲＣ 9 月 6 日  中村 雅行君 

 

○例会臨時変更のお知らせ 

那智勝浦ＲＣ 9 月 9 日（木）→ 9 月 12 日（日）

8:00～ 家族親睦ぶどう狩り、道成寺拝観 

 粉河ＲＣ   9 月 22 日（水）→ 9 月 22 日（水）  

全日空ゲートタワーホテル 観月家族例会   

○休会のお知らせ 

有田ＲＣ    9 月 23 日（木・祝） 

岩出ＲＣ    9 月 23 日（木・祝） 

○メールアドレス及びホームページ変更 

 和歌山中ＲＣ 

  e-mail:nakarc@w-nakarc.org 

  http://www. w-nakarc.org 

   

７．乾杯 

副会長 岸 友子君 

 

            皆さん。暑い日が続きます。 

            健康に気をつけて下さい。 

            乾杯！ 

 

 

 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1630 回例会  22 年 9 月 13 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話 角谷 勝司君 
   

 
 
 
 

Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

１日 桑添  剛君   １８日 荻野 昭裕君 
７日 中村 俊之君   １９日 辻   亮君 
９日 山田 耕造君   ２３日 前田 克仁君 

１２日 吉田 益巳君   ２５日 大谷  徹君 
１６日 大澤 祥宏君   ２８日 岸  友子君 
１７日 柳生 享男君 
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○奥様誕生日 

 ４日 深谷 恵子様    １４日 吉川かつ美様 
 ８日 柳生 多恵子様  １８日 田中 順子様 
１１日 大江 由美子様  ２０日 山畑 雅志様 

○結婚記念日 

１７日 辻 秀輝君   ２９日 魚谷幸司様 

１７日 柳生享男君 

○一般ニコニコ 

 名手 広之君  柿落し、マイクの調子が悪いです。 
 宮田 敬之佑君 楠部さんも元気で来てくれていま

す。みなさんも来てくれています。 
 小椋 孝一君  毎年、ガタル大作戦で 300 人以上

の人が参加して、貴志川の川掃除

をしました。とてもキレイになり

ました。 
 谷脇 良樹君  昨日は久しぶりにサンリゾートへ

ゴルフに行ってきました。 
 田村 健治君  来年の事、着々と進んでいます。 
 寺下  卓君  昨日、暑い中、ソフトボールをし

ました。箕嶋君が全国大会でベス

ト 16 に入りました。 
 箕嶋 利一君  全国大会でベスト 16 に入りまし

た。来年も頑張ります。 
 
 
 
 
 

ＲＩ会長メッセージ 

より大きく、豊かで、大胆に！ 
 

2010－11 年度 ＲＩ会長  

レイ・クリンギンスミス 

 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん。 
 ロータリーの第 100 代会長

として、私は、私たちが正しい

方向に向かっていると信じて

います。私たちの 33,000 のク

ラブはロータリーの最も大き

な資産で、これからの 100 年の

成功は、これらのクラブが輝き

と活気を保ち続けられるかい

なかにかかっているのです。ク

ラブの力強さが私たちの成功

を決めるのです。 

 

ロータリー・コーディネーター 
 国際ロータリー理事会は、今年度、ガバナーを支援

するための国際ロータリーの各プログラムやクラブ

運営の効果的な事例などの情報を提供する「ロータリ

ー・コーディネータープログラム」を創設するなど、

クラブをより一層支援するためのいくつかの手段を

提供しています。 

 私は、クラブがより良く、より力強くなるように私

たちが支援すれば、クラブに属するロータリアンたち

の誇りは高まり、会員候補者へのロータリーの認知度

が向上し、クラブはより大きくなるものと固く信じて

います。それゆえに、私の目標はそれぞれの地区内の

クラブがより大きく、より良く、そしてより力強くな

るようガバナーの皆さんの手助けをすることなので

す。 今こそがロータリアンであることのすばらしい

ときなのです。私たちはこれまで以上にわくわくする

奉仕の世紀をともに築くことができるのです。 

 

すべての人に安全な”水”を！ 
 

日本では、水道の蛇口をひねると

当たり前のようにきれいな水が出

てきます。私たちは、安心して飲む

ことができる水を、トイレを流すの

にも、お風呂にも使っています。昔

から「湯水のごとく使う」といった

言葉もあるように、水はタダで、豊

富にあるもの、などと思ったりして

います。近年、ペットボトルの水を買って飲むことも

当たり前のようになってきました。水道の水はまずい、

などとおっしゃる方もありますが、それはともかく、

私たちは蛇口から流れ出る水を安心して飲むことが

できるのです。しかし、世界の中には、水を手に入れ

るために、遠くまで歩いていかなければならない人た

ちもたくさんいるのです。

また、近くに井戸や川があ

っても、ヒ素などの体に有

害な物質が含まれていて、

飲むと病気になってしま

うこともあるのです。そう

いった所に住む人たちは、

有害だとわかっていても、

それしか水がないので、その水を飲まなければならな

いのです。国際ロータリーでは、すべての人々が安全

な水を手に入れられるよう、「水」を特に重点を置く

活動の一つとして、世界中のロータリアン（ロータリ

ークラブの会員）たちが、さまざまな活動を展開して

います。井戸のない、へき地の村に井戸を掘るための

資金を提供したり、学校に簡易水道を引いたり、また、

雨水を溜める装置を贈ったりしています。現地に行っ

て、村の人たちと一緒に井戸掘りの作業をするロータ

リアンもいます。井戸を掘っても、ヒ素などの有害物

質が混ざった水しか出てこない所では、そういった物

質を取り除くフィルターなどをつけた井戸を提供し

ています。蛇口をひねって水を飲むとき、思い出して

ください。世界中には、安心して、簡単に、水を飲む

ことができない人がたくさんいることを。そして、そ

ういった人たちのために、ロータリアンたちがさまざ

まな活動をしていることを。 

 日本のロータリーは、海外の人が安全な水を飲める

よう支援しています。 
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