
 
 
 
 
 
 
 

第 1665 回例会 (2011-2012 年・第一例会) 

平成 23 年７月４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．ビジター紹介 

大阪南 RC 伊井 智昭様 
和歌山中 RC 奥村 典生様 

５．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 50 名 

  出席率 83.33％ 前回修正出席率 81.54％ 

 

６．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

みなさん、今晩は。新年

度の第一回例会にあたり、

会長所信表明・活動方針

についてお話いたします。 
今年度はクラブ創立

37 周年にあたり、会員数

は８名減の 60 名でスタ

ートです。今年は、東北

大震災に続いて原子力発

電所の事故と、日本にと

って国難とも言える未曾

有の大災害が勃発しました。一刻も早い復興を祈るば

かりです。 
 一方、我らが 2640 地区においても、ガバナー選出

をめぐって、前代未聞の醜い争いが繰り広げられまし

た。その決着は、新年度が始まる直前になってようや

く着きましたが、このまま丸く治まるのは困難なよう

に見えます。なぜこんなことになってしまったのか、

私見ですが、クラブのテーマの所で述べたいと思いま

す。 
 先ずは今年度の RI 会長の紹介です。名前は、カル

ヤン・パネルジーというインドの方で、農薬会社を経

営するビジネスマンです。インドと言えば、何といっ

てもマハトマ・ガンジー、RI のテーマも彼の思想を

反映したものとなっています。 
 「こころの中を見つめよう、博愛を広げるために」

です。 
｛強調事項｝ 
・何かを成し遂げようと思うなら、先ず自分自身の内

側から始めるしかない。 
・自らを発見し、潜在的な力を引き出し、迷わず、ひ

るむ事なく、「出でて奉仕し」世界で博愛を広げて

ください。 
・「家族」が奉仕の原点である。 
・私たちが住む地域社会とは、単なる個人の集まりで

はなく、家族によって築かれている。一つ屋根の下

に暮らし、互いを支え、助け合い、共に運命を分か

ち合っているのが家族というものである。良き家族

が、良き隣人となり、良き地域社会を作るのです。 
・ポリオ撲滅の活動を継続する。今年度で達成できる

可能性あり。 
・きれいで安全な「水」の提供。 
・識字力の向上。 
・明日のリーダーとなる青少年の育成。去年の RI 規
定審議会で、四大奉仕部門（クラブ、職業、社会、

国際）に第五の奉仕部門を加えることを決めた。新

しい部門は「新世代部門」で、インターアクト、ロ

ーターアクト、RYLA、ロータリー青少年交換など

のプログラムの充実を計っていく。 
・ガンジーの言葉「世界の変化を望むなら、あなた自

身がその変化にならなければならない」を引用して、

「平和や良い変化を望むなら、自分自身の中にこそ

変化を起こすことの必要性を認識すべき」と強調。 
｛地区のテーマ｝ 
 地区協議会が未だ開かれていないので未発表。 
｛クラブのテーマ｝ 
 「クラブライフを通じて、自らの懐を深める場にし

よう」 
 これを実践できれば寛容の精神が生まれ、他人を思

いやることが出来ます。全てがうまく行くと思われま

す。そこにはおのずと人が集まってきます。 
 はじめは RI のテーマを見習って考えました。それ

は「改めて自分自身に問いかけよう、人のために何が

出来るのか？と」でした。しかし、今の地区の現状を

見せ付けられ、なぜこのような情けない事件が起こっ

てしまったのかと自分なりに考えました。独断と偏見

に満ちているかも知れませんが、今度の騒動に深くか

かわった人たちは皆、「懐の深さ」が足りなかったの
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ではないでしょうか。戦争というものは、いつも「自

分達が正義だ」と主張して始まっています。そして勝

つためには手段を選ばずとなり、泥沼に入ってしまい

ます。しかし、この様な時でも「懐の深い」リーダー

達が率いる組織では、平和的解決が達せられるのでは

ないでしょうか。リーダーだけではありません。皆が

その気になれば、楽しく有意義なクラブになること請

け合いです。どちらにすべきか迷いました。皆様の意

見を頂戴したいです。 
｛会長方針｝ 
・クラブの活性化を高めるために、出席意欲を高める

楽しい例会作り（卓話の充実、食事の改善など） 
・親睦、同好会等に積極的に参加して、親友を増やす。 
・会員増強やロータリーの認知向上のために、広報活

動の積極的推進（マスコミなどの利用） 
・地域社会への奉仕活動（新しいプロジェクト） 
・退会の防止 
・新入会員と古参会員との意見交換会の開催 
・明日のリーダーとなる青年の発掘と育成活動 
以上、今年一年、よろしくお願いいたします。 

 
７．幹事報告        幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山南 RC  

7 月 22 日(金）  
→ 7 月 24 日（日） 

  18：30～ ホテル太公望

(納涼家族例会) 
○ＲＩ認証のお知らせ 

 和歌山サンライズＲＣ 
 Rptary –E-Clbu Sumrise of Japan 
 7 月 1 日から ロータリーＥクラブに変更 

 
８．新旧会長・幹事バッジ交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

    新旧会長       新旧幹事 

 

９．乾杯         副会長 中村 文雄 君 

 新年度がスタートしました。

みなさん、一年間、よろしくお

願いします。 

 お誕生日を迎えられた会員、

奥様旦那様、ご結婚記念日を迎

えられた方、おめでとうござい

ます。 

 会員の皆さん、ご家族の皆さ

んの健康とクラブの発展を祈 

  念して「乾杯！」 

10.閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1666 回例会 23 年 7 月 11 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 
  会員卓話 プログラム委員長 宇恵 弘純君 
 
 
 
 

 

     Happy birthday！ 

７月のお祝い 

☺会員誕生日 

  ５日 田村健治君   １６日 田中丈士君 
  ５日 上田善計君   ２３日 田中秀夫君 
 １０日 宮田敬之佑君   
☺奥様誕生日 

  ４日 角谷元子様   ２１日 嶌村和子様 
 １８日 小久保マユミ様  
☺結婚記念日 

１１日 山田耕造君  

☺一般ニコニコ 

谷脇 良樹君    田村丸の船出を祝し、新役員さん、

ご苦労様です。 
上中 嗣郎君  がんばります。 
宇恵 弘純君  田村会長の前途を祝して。 
大澤 祥宏君  田村執行部の皆さん。一年間、ご苦

労様です。 
朝井  修君  昨日、下の娘が男子を出産しました。 
寺下  卓君  田村会長、山畑幹事、岩井ＳＡＡ、

はじめ、役員の皆さん、よろしくお

願いします。 
平尾 寧章君  田村会長、活躍を期待します。 
深谷 政男君  田村丸の船出おめでとうございます。 
木地 義和君  田村丸の船出おめでとうございます。 
岸  友子君  田村会長、山畑幹事、岩井ＳＡＡ、

一年間、頑張ってください。 
上野山 雅也君 田村会長はじめ、新役員の方々、頑

張ってください。 
阪口 洋一君  新年度、会長、理事役員の方々、一

年間、ご苦労様です。 
中西 秀文君  一年間、親睦活動、よろしくお願い

します。 
田村 健治君  本日、会長所信表明のスピーチをさ

せていただきます。 
山畑 弥生君  一年間よろしくお願いします。 
岩井 克次君  一年間よろしくお願いします。 
☺お客様ニコニコ 
伊井 智昭様  楽しいロータリーでありますよう 
(大阪南 RC)  に！   
奥村 典生様  田村先生、会長就任おめでとうござ 
(和歌山中 RC)  います。一年間頑張ってください。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


