
 
 
 
 
 
 
 

第 1634 回例会  

平成 22 年 10 月 25 日(月) 
12：30～ マリーナ・ヨットクラブ 
３クラブ合同例会 ＧＳＥ歓迎例会 

 

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．ゲスト紹介 

韓国第 3720 地区ＧＳＥメンバー 

御坊ＲＣガバナー補佐 塩路 良一 様 

５．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 42 名 

  出席率 61.76％ 前回修正出席率 73.53％ 

 

６．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、こんにちは。 
本日は韓国第 3720 地区

よりＧＳＥの一行の皆様を

お迎えしての海南 3 クラブ

合同での歓迎例会でござい

ます。担当をしています海

南東ＲＣ会長の谷脇が、歓

迎のご挨拶を致します。 
トクチョン・パクチュル

団長はじめ 5 名の来日チー

ムの皆様ようこそ日本へ、そしてこの海南の地にお越

し下さいました。ありがとうございます。 
10 月 23 日に来日され、2640 地区での最初の訪問

地が私ども、この海南であることは大変に光栄です。 
ホームスティをお世話下さっている会員の方々に

は大変ありがとうございます。風光明媚で温暖、そし

て暖かい人間性を持つ紀伊半島250ＫＭを約1ヶ月滞

在され、様々な出会いをされることでしょうが。 
この地の風土、皆様方のご職業に関する勉強も短い

時間でありますが見聞きされると聞いています。 
我々海南 3 クラブのメンバーもこうして一同に会

して皆様方を心からお迎えして、日韓両国の親善をは

じめとしてお互いの友好の和を拡げたいと思います。 
どうか、ごゆっくりとたのしいひと時を過ごして下

さることを祈念致します。 

また、2 組のガバナー補佐塩路様、ようこそおいで

下さいました。ありがとうございます。 
海南 3 クラブのメンバーの皆様方にはどうぞＧＳ

Ｅメンバーとの交流をよろしくお願いすると共にご

参加下さったことをお礼申し上げ、ご挨拶と致します。 
 
７．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 那智勝浦ＲＣ 

  11 月 4 日（木）→11 月 6 日（土） 18：30～ 

割烹、新藤（堺市） 

  12 月 2 日（木）→11 月 28 日（日） 9：00～ 

那智勝浦町体育センター 

「第 13 回くろしお少年剣道大会」 

 高野山ＲＣ 

  11 月 5 日（金）→11 月 5 日（金） 17：30～ 

ＧＳＥ歓迎例会 

  11 月 12 日（金）→11 月 7 日（日）  

地区大会 

 有田 2000ＲＣ 

  11 月 10 日（水）→11 月 6 日（土）7日（日） 

地区大会 

  11 月 24 日（水）→11 月 20 日（土） ＩＭ 

 和歌山北ＲＣ 

  11 月 15 日（月）→11 月 14 日（日） 11：30～ 

滋賀県、琵琶湖汽船ミシガン船上 

（親睦家族例会） 

○休会のお知らせ 

 有田ＲＣ    11 月 11 日（木） 

○11 月ロータリーレート 

１＄ ＝ ８２円 

８．ＧＳＥ来日報告 
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９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1635 回例会  平成 22 年 11 月 1 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

      
 

 
 
 
 
 
 

遥かなるニューオーリンズ 
 

親愛なる同僚ロータリアンの皆さん、 

 

 ニューオーリンズを題

材にした歌は枚挙に暇が

ありません。それはこの街

が世界の音楽の都の一つ

として、歴史と遺産に満ち

ているからです。 

 特 に 私 は 「 Way Down 

Yonder in New Orleans（遥

かなる ニューオーリン

ズ） 」の楽しいサウンド

が大好きです。近年開催さ

れた大会より、まるひと月

早く 5 月 21～25 日にこの

街で開催されることにな

っている国際ロータリー

（ＲＩ）年次大会のことを考えるとき、その歌詞は、

私たちを誘っているように聞こえるからです。 

 

より多くの時間を過ごせるように 

 ニューオーリンズ国際大会は、ここ数年間のように

日曜日ではなく、土曜日から公式に始まります。私た

ちの年次大会の見どころである「友愛の家」も土曜日

の朝にオープンし、ロータリアンとそのゲストたちが

日曜日の本会議前により多くの時間をそこで過ごす

ことができるよう、大会前会議はすべて土曜日の午前

中に終わります。 

 もう一つのいいニュースは、この「友愛の家」がコ

ンベンションセンター内の本会議場のすぐ隣にある

という点で、さまざまなロータリー世界から訪ねて来

る人たちの親睦とネットワーク活動により役に立つ

よう、時間が延長される予定です。それがロータリア

ンとその家族のための場所になるでしょう。 

 

筆舌に尽くし難い年次大会  

 ロータリーの年次大会の不思議な力、活気、感動を

どのように表現すればよいのでしょうか？ 私たち

の年次大会は、さまざまな魅力に富んでいるので筆舌

に尽くし難いもので

す。ロータリーの親睦

とネットワークは、地

球上のいろいろな地

域から集う仲間のロ

ータリアンたちに直

接出会うのが最良のもので、国際奉仕は、ロータリア

ンたちが遠く離れた国からの新しい友人をつくった

ときに強化されます。 

 したがって、ロータリーの年次大会を理解し、正し

く評価する最もいい方法は、ニューオーリンズのため

に計画されている傑出したイベントに参加すること

です。ニューオーリンズ国際大会はこれまでの国際大

会の中で最も優れたもの

の一つに数えられるでし

ょう！ その点は私が保

証します。 

 世の中をより良くする

ために共に活動する者と

して、ニューオーリンズ

に集いましょう。通りを

歩けばざわめき――ビー

ト――ニューオーリンズそのものといえるリズムが

聞こえてくるでしょう。ジャズ発祥の地です！ ケイ

ジャンカントリーにいる間は、楽しくやりましょう…

もう一度！ 

 And Let the Good Times Roll … Again!  

 Laissez les bon temps rouler … encore! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010-11 年度ＲＩ会長 

レイ・クリンギンスミス 

会報・ＩＴ委員会    委員長：吉野 稔  副委員長：木地義和  委員：土井元司 楠部賢計  阪口洋一 上田善計


