
 
 
 
 
 
 
 

第 1638 回例会  

平成 22 年 11 月 29 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ   

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「手に手つないで」 

３．お客様紹介 

和歌山ロイヤルパインズホテル支配人  

久保田 剛二 様 

４．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 49 名 

  出席率 73.13％ 前回修正出席率 74.63％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、今日は。 
本日はロイヤルパインズ

ホテルの支配人 久保田様、

このあと卓話よろしくお願

いします。 
11月 20日、御坊市での IM

にご出席下さった会員のみ

なさまありがとうございま

した。又当日 GSE のサヨナ

ラパーティにご出席頂いた

皆様ありがとうございます。先日、団員のチョウ、テ

ヒ君から英文でお礼のメールが届きました。返答は英

語ですので息子に頼みました。 
この 2 週間はロータリーづけの日々を送りました

が、やっておりましてまさに忍耐と寛容、かつてどこ

かの政治家が語った言葉そのものだと思います。（痛

感）結婚は判断力の欠如、離婚は忍耐力の欠如、再婚

は記憶力の欠如とあるものに出ておりました。 
カタイ話に終始、カタイ時にはカタクならず、世の

中は難しい。 
新年度も年次総会を控えて、足音が聞こえてきまし

た。まだ半年ありますので、ご指導よろしくお願いし

ます。 
 
 
 
 

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

 和歌山中ＲＣ 

  12 月 10 日（金）→12 月 10 日（金）19：00～ 

海鮮料理「勝浦」 

  12 月 24 日（金）→12 月 24 日（金）18：30～ 

ホテルグランヴィア和歌山 

（クリスマス家族例会） 

和歌山東ＲＣ 

   12 月 16 日（木）→12 月 18 日（土）18：30～ 

ダイワロイネットホテル和歌山 

（クリスマス家族会） 

和歌山北ＲＣ 

   12 月 20 日（月）→12 月 23 日（木・祝） 

ホテルグランヴィア和歌山 

（年末家族例会） 

和歌山東南ＲＣ 

   12 月 22 日（水）→12 月 24 日（金）18：30～ 

ホテルグランヴィア和歌山 

（クリスマス親睦家族例会） 

有田 2000ＲＣ 

  12 月 22 日（水）→12 月 18 日（土） 

（クリスマス例会に振替） 

○休会のお知らせ 

 和歌山北ＲＣ 12 月 27 日（月） 

 有田 2000ＲＣ 12 月 29 日（水） 

 和歌山東南ＲＣ 12 月 29 日（水）・1月 5日（水） 

 和歌山東ＲＣ 12 月 30 日（木） 

 和歌山中ＲＣ 12 月 31 日（金）・1月 7日（金） 

○12 月ロータリーレート 
1＄ ＝ 82 円 

 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会       委員長 山畑 弥生君 

 ＷＣＳ活動でフィリピンに送る中古テレビ、パソコ

ン、ミシンの荷づくり作業を 12 月 13 日に行います。

多くの皆さんのご協力お願いします。 

○親睦活動委員会            委員長 柳生 享男君 

 新春例会の準備について、親睦活動委員の方は例会

終了後、委員会を開きますので、恐れ入りますが、お

残り下さい。 
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８．ゲスト卓話 

和歌山ロイヤルパインズホテル支配人  

久保田 剛二 様 

和歌山マリーナシティと和

歌山観光需要活性化につい

て 

①和歌山マリーナシティの

経緯説明 

和歌山マリーナシティは、

和歌山県和歌山市毛見沖の

和歌浦湾にある人工島。世界

リゾート博の開催に合わせ、

松下興産によって創られた。開発総面積 65ha（陸地

49ha・水面 16ha）で、1994 年完成しました。主な施

設は、ポルトヨーロッパ（地中海をイメージしたテー

マパーク）、ロイヤルパインズホテル、黒潮市場、紀

州黒潮温泉、釣り公園、海洋釣り堀、大波堤、わかや

ま館（和歌山県産品販売・ドームシアター・貸会議室）、

和歌山マリーナ（公共マリーナ）、ヨット倶楽部（民

間マリーナ）、リゾートマンション 多数があります。 

②和歌山ホテル協議会取組み 

和歌山市内の 11 のホテルで組織しています。和歌

山ホテルマップ、シティインフォメーションなど和歌

山の観光 PR を行っています。食のイベントや共同の

和歌山食材を使ったメニューも出しています。 

③海南エリアの魅力 

熊野古道要衝の地として古くから栄えた町です。豊

かな自然に恵まれた素晴らしいところです。古道沿い

には、松坂王子、藤白王子、有馬皇子の史跡など、数々

の見どころが点在しています。また、紀州漆器の町と

しても知られ、黒江は趣ある町並みを形成し、散策も

楽しい。和歌山マリーナシティとともに多くの方にき

てもらえるようにしたいと考えています。 

④今後の展開 

 和歌山県には素晴らしい観光スポットと未知数の

観光資源があります。多くの方が和歌山を訪れてくれ

るよう、ＰＲするとともにわかやまの良さを知っても

らえるよう取り組んでいきたいと思います。 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1639 回例会  平成 22 年 12 月 6 日(月) 
    美登利 18：30～ 年次総会 

 
 

 

 

吉野 稔君   息子の結婚のお祝にクラブからお祝

をいただきありがとうございました。 

深谷政男君  なばなの里のイルミネーション素晴

らしかったです。土井さん、山名さん

ありがとうございました。 

三木正博君  ＩＭに出席できて、もと北川三重県知

事のお話聞かせて頂き、たいへん勉強

になりました。もっと若い人に多く参

加して頂きたく思います。 

那須正志君  結婚お祝いのお礼。 

奥村匡敏君  5 人目の孫が産まれました。 

谷脇良樹君  昨日、久しぶりに良いゴルフが出来ま

した。 

       土曜日のＩＤＭのおかげかな？ 

楠部賢計君  ハイキング（かじか荘）いきました。 
小椋孝一君  歴史を学ぼう。旧野上、旧美里・庄屋

や一郎のお話。 
 
 
 
 
 
 
次世代の平和の担い手を育成 
 ロータリー財団の学友のキャメロン・チショルムさ

んは、2006-08 年度ロータリー平和フェローとして学

んだ経験とスキルを、ほかの人と共有したいと考え、

エチオピアで実地研修を行っていたときに、平和擁護

団体を設立しました。 
地球規模の安全保障の専門家として世界銀行に勤

めていた 2009 年、チショルムさんは、国際平和と安

全のために活動する団体、「International Peace and 
Security Institute (IPSI)」を設立しました。同団体

は米国ワシントン D.C に本拠を置き、平和と安全の

問題について人々の認識を向上させることを目的と

して活動しています。 
IPSI は 6～7 月、イタリアのボローニャで、ジョ

ン・ホプキンス大学と協力して 1 カ月におよぶシンポ

ジウムを開催しました。3 名のロータリー平和フェロ

ーを含む 55 名の学生や活動家が 28 カ国から集い、

現在または過去に国連、国際刑事裁判所、その他の団

体や政府機関で活躍した経験豊かな識者から和解と

平和構築についての方法について学びました。 
また、シンポジウムのために、現在紛争に見舞われ

ている国々、または過去に紛争を経験した国々で平和

活動にあたる人々を、講師、または参加者として募り

ました。参加者は、社会に変化をもたらす起業家の原

理を参考にし、社会での事業設立に関する手引きを受

け、資金提供を受けるための活動提案書を提出するよ

う呼びかけられました。その結果、ウガンダ南部の職

業訓練校の卒業生に、低金利の資金融資とビジネス・

アドバイザーによるコンサルタントを来年夏より提

供することを企画した非営利組織、「Schools 
Building」の創設者であるカナダ人のクレイグ・ヴァ

ンダミアさんに、IPSA からの補助金が授与されまし

た。IPSI は今後も毎年シンポジウムを開き、2012
年には国際社会と超国家時代における正義に関する

4 週間のプログラムをオランダのハーグで開催する

予定です。紛争解決に関する地域別のシンポジウム、

円卓討論、講演会なども行っていきたいと意欲を燃や

しています。 
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