
 
 
 
 
 
 
 

第 1635 回例会  

平成 22 年 11 月 1 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 夜間例会  

誕生祝い・結婚祝い 
 

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．ゲスト紹介   

りら創造芸術高等専修学校 山上校長 様 
     ローターアクト          湯川 祐介 様 
     ローターアクト          寺西 梨恵 様 
５．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 47 名 

  出席率 69.12％ 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、今晩は。菊薫

る 11 月となりました。 
ローターアクトのメン

バーようこそ。 
まず、 初に 12 月の理

事、役員の選挙を細則に基

づき、年次総会を控えて 1
ヶ月前の例会おいて、その

指名について細則第 3 条

第一節により理事会メン

バーを指名委員会と致したいと思いますがいかがで

しょうか。有難うございます。 
10／23～26 のＧＳＥ3720 地区よりの来訪各メン

バーさんのご協力ありがとうございます。ホームステ

イの受け入れの花田様、山畑様、大変お世話をかけま

した。また、おつきあいをして下さったメンバーの皆

様にも厚くお礼申し上げます。ＧＳＥで何かご存知で

すか。（研究グループ支援）4～6 週間、25～40 才、

専門職の有能な人のお互いの交換を主にしています。

ロータリー財団のプログラムの１つです。11 月は財

団月間、ご寄付を重ねてお願いします。 
また、地区大会、週末の６日、７日に開催、多数の

参加をお願いします。そこからロータリーが始まるか

も。実り多き秋 11 月にして下さい。 

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

 橋本紀ノ川ＲＣ 

  11 月 9 日（火）→11 月 7 日（日） 10：00～ 

地区大会（国際障害者交流センター） 

 海南西ＲＣ 

  11 月 11 日（木）→11 月 14 日（日） 

西国 23 番 勝尾寺・西国 22 番 総持寺 

  11 月 18 日（木）→11 月 20 日（土）  

第 2 組ＩＭに振替 御坊商工会館 

 有田南ＲＣ 

  11 月 16 日（火）→11 月 14 日（日） 

信楽方面・親睦家族例会 

 岩出ＲＣ 

  11 月 18 日（木）→11 月 14 日（日）  

ホテル いとう 

創立 25 周年記念例会、祝宴 

 

８．ローターアクト新メンバー 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1636 回例会  平成 22 年 11 月 8 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

・ロータリー財団委員長会議 報告 
・米山奨学会の件 

  卓話：山名委員長・山田委員長 
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     Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

 １日 谷口 誠也君   ３日 山野  明君 

 ４日 前田 洋三君   ９日 吉田 昌生君 

１４日 奥村 匡敏君  ２５日 花畑 重靖君 

２７日 深谷 政男君  ２９日 岩井 克次君 

○奥様誕生日 

  １日 山名 道代様  １２日 千賀 基子様 

２０日 朝井 郁子様  ２１日 林  美紀様 

 ２６日 木地 チズヨ様 

○結婚記念日 

  １日 寺下  卓君   ３日 田村 健治君 

  ３日 上田 善計君   ５日 宮田 貞三君 

  ５日 三木 正博君   ８日 岩井 克次君 

 １２日 井本 充彦君  １２日 奥村 匡敏君 

 １６日 楠部 賢計君  ２１日 花田 宗弘君 

 ２２日 中村 雅行君  ２２日 中村 俊之君 

２７日 林  孝次郎君 ２７日 田岡 郁敏君 

○一般ニコニコ 
吉田昌生君  母校、国学院大学が戦国東部といわれ

る東部大学野球リーグで東洋大、中央

大を制して 80 年ぶりに優勝しました。

刺激を受けて、ロッテの渡辺俊介投手

が日本シリーズで活躍してくれると

思います。 
名手広之君  昨日田岡さんの奥さんと一緒でした。

良くしゃべりますね。 
宮田貞三君  今年の夏は大変熱い夏で、朝 5 時にお

きてきゅうりに水やりに行きました。 
中村文雄君  芋 タコ 南瓜 
宮田敬之佑君 今日ＩＤＭの帰りで・・・ 
奥村匡敏君  ＫＦ会ゴルフ雨の中お疲れさまでし

た。中尾さんお世話になりました。 
柳生享男君  ＫＦ会の皆様 （土）（日） ２日間

ありがとうございました。 
小久保好章君 紀陽除虫菊が１００周年を迎えます。 
上中嗣郎君  和歌山市内で「ソーラー」の販売店京

セラソーラーＦＣ和歌山中央店を開

店しました。 
新垣 勝君  先週 札幌でも１週間早いという初

雪に会いました。やっぱり「シバレ」

ました。 
 
 
 
 
 
アフリカ支援 
 1961 年、私はロータリーの親善奨学生としてケー

プタウン大学で学んでいました。その地で暮らした期

間に、南アフリカはもちろ

ん、現在、ジンバブエ、ザ

ンビア、ナミビアとなって

いる国々へ、16,000 マイル

（約 2,600 km）の旅をしま

した。35 のロータリークラ

ブを訪ね、数え切れないほ

どのロータリアンに会い、

私は南部アフリカの豊かな

文化に夢中になりました。 
 
奨学生としての経験をアフ

リカのために 
 初めて訪れたとき、私は

アフリカの伝統や人々の生

活における挑戦に関して真価を認めるようになり、こ

の地と人々に対する私の敬意と賞賛の気持ちが、ロー

タリアンとなってからも幾度となく私をアフリカに

呼び戻しました。そして今、これは驚くべきことです

が、私のロータリー奨学生としての経験をアフリカに

おけるロータリーの役割強化のために使うという特

別の機会をもつことになったのです！ 
本年度は「アフリカ支援委員会(ＲＯＴＡ)が始まって

4 年になります。そして今年度のＲＯＴＡ委員会は、

より早く効率的に目標を達成するために手際よく活

動しています。私たちはアフリカのロータリアンの数

を増やす必要があります！また、私はアフリカに対す

る国際奉仕プロジェクト、特にロータリー財団の支援

を得たプロジェクトの実質的な増加を期待していま

す。ＲＯＴＡ委員会はすばらしいウェブサイトをもっ

ていますので、皆さんが www.reachouttoafrica.org
を開いてご覧になることをお勧めします。 
 
ロータリー財団の産物であることを誇りに思う 
 私は今年度、ロータリアンたちが気軽にアフリカを

訪れ、彼らの国際奉仕プロジェクト参加を増やすため

の二つの奉仕活動を導入しました。一つは「レイのロ

ータリー同窓会」で 2 月 3～5 日にケープタウンで開

かれます。一人でも多くのロータリアンがこのイベン

トのために、 も汚れなき岬にあるケープタウンに集

まってくださることを期待しています。もう一つは、

「ロータリー・プロジェクト・サファリ」です。貧困

が広がり、地元のロータリアンたちが財政援助を必要

とする数多くの有益なプロジェクトを開発している

地域に、ロータリアンたちの訪問を容易にする奉仕活

動です。 私は、自分がロータリー財団の産物である

ことに誇りをもっています。そして、もし私がアフリ

カにおけるロータリー強化の懸け橋役を務めること

ができるなら、それはＲＩ会長としてのもっとも意義

のある業績となるでしょう！「レイのロータリー同窓

会」と「ロータリー・プロジェクト・サファリ」に参

集ください。アフリカのロータリーを「より大きく、

豊かで、大胆に」するために、そしてアフリカのロー

タリー財団奨学生の輪をつくり上げるため、私に力を

貸してください。 

2010-11 年度ＲＩ会長 

レイ・クリンギンスミス 
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