
 
 
 
 
 
 
 

第 1729 回例会 

平成 24 年 12 月 10 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       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介   オーストラリア  アンナ女史 

４．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 30 名 

  出席率 54.55％ 前回修正出席率 87.27％ 

 

５．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

 昨日は社会委員会主催の道

路清掃の奉仕活動がありまし

た。家族の方も含め、10 名の

方に参加頂きました。清掃活動

は単に街をきれいにするだけ

でなく、自分自身の気持ちもさ

わやかになります。また、日常

生活でもいつもは気にならな

かったごみが目に付くように

なり、きれいに保つ習慣が身に付いてきます。 
私は毎朝、紀三井寺公園を犬をつれて散歩するので

すが、ゴミ袋を持って黙々とごみを拾っている人に良

く出会います。以前は随分ごみが散らかっていた散歩

道も今ではごみを見つけるのが大変なほどきれいに

なりました。きれいになると今まで平気でごみをポイ

していた人も捨てにくくなります。 
最近では私もこれに習って自分の連れている犬の

糞は当然持ち帰りますが、見つけた他の糞も取るよう

にしています。今はごみも糞も探すのを苦労する位き

れいな公園になっています。 
また、出会う人に〔おはよう〕と挨拶するようにし

ています、最初は無愛想にしていた人も毎日声をかけ

ていると今では向こうから挨拶してくるようになり

ました。１、２回であきらめず継続することの大切さ

を実感した次第です。 
 
６．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

有田ＲＣ   1 月 10 日（木）→1月 10 日（木） 

18：15～ 橘家（新年例会） 

 高野山ＲＣ  1 月 11 日（金）→1月 11 日（金） 

17:00～（時間変更・新年例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山城南ＲＣ 12 月 27 日（木） 

1 月 3 日（木） 

高野山ＲＣ     12 月 28 日（金） 

1 月 4 日（金） 

有田ＲＣ     1 月 3 日（木） 

岩出ＲＣ     1 月 3 日（木） 

 

７．委員会報告     

○ロータリー財団委員会   委員長 宮田 貞三 君 

 年末ですので、今年の区切りとして寄付の方宜しく

お願いします。 

 

８．ゲスト卓話   オーストラリア  アンナ女史 

 
アンナ女史の紹介      会長 花田 宗弘 君 

アンナさんは、５月にビッグ愛の

インターナショナルカフェで知り合

いました。その後カヌーやヨットで

ご一緒しました。日本に来て１年半、

現在は英語の先生をしておられます。

生まれはロシアのウズベキスタンで

小学校終了まで滞在し高校と大学時代はオースト

ラリアです。専門は心理学と自然療養、漢方薬系統

で語学に長けていて、ロシア語、イタリア語、フラ

ンス語、英語を話します。趣味はアウトドア（キャ

ンプ、ヨット等）とダンス、写真それに旅行（既に

１３カ国を旅しています）ベジタリアンで魚、肉は

たべません。このように非常に多才な女性です。 
 

こんにちは、私はアンナです。日本に一年半ぐらい

住んでいます。私の一番好きな

ものは旅です。日本でも長野や

富士山に行きました。 

 今年の 8 月から 9 月まで 2 ヶ

月間、Ｕ．Ｋ．のイギリスとウ

ェールズとスコットランドに行

きました。 

 旅はロンドンから始まりまし
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た。その時ロンドンでオリンピックがありました。私

はスポーツをするのは好きですが、見るのはあまり好

きではありません。でもオリンピックの雰囲気はとて

も好きです。いろいろな国の人がたくさんいました。

みんな楽しそうでした。あちこちでオリンピックのイ

ベントがありました。とても楽しかったです。私は偶

然マラソンを見ました。そして有名な選手にも会えま

した。とてもいい写真が撮れました。 

 旅の一番目の目的はミステリ

ーサークルを見に行くことでし

た。イギリスの田舎にはミステリ

ーサークルが今年７０ぐらいで

きました。これは他の国のものを

あわせても足りません。私はもう

6 年ぐらいミステリーサークル

の研究をしています。今年、自分

の目で初めてミステリーサークルを見ることができ

ました。12 個ぐらい見て回り

ました。ミステリーサークル

はとても大きくて短時間に

どうやって、何の目的で作っ

たか誰にもわかりません。と

てもミステリアスです。 

 二番目の目的はストーン

サークルです。私は 15 弱の

ストーンサークルを見て回

りました。ほとんど毎年ミス

テリーサークルが近くに現

れるストーンサークルもあ

ります。例会では主な４つの

ストーンサークルを紹介しました。これも二，三千年

前に巨大な石のかたまりが何のために使われたか解

りません。 

 三番目の目的は遺跡や古墳を見ることでした。五千

年前の村も見ました。古

墳にテントを張って寝

たこともあります。五千

年前の村は今の家と同

じでした。ベッドも石の

家具もあります。でも全

部小さかったので昔の

人は１ｍぐらいだったのかなと思いました。 

 Ｕ．Ｋの国立公園には野生のポニーがたくさんいま

した。とてもかわいい写真やビデオが撮れました。ス

コットランドは人が少ないので一番きれいでした。山

も川も湖もたくさんありました。わたしは毎日ハイキ

ングに行って、山の湧水を飲んだりしました。スコッ

トランドの人はとても親切でたくさん友達ができま

した。2 ヶ月間の旅で、テントに 30 日寝ました。テ

ントはとても便利です。お金も予約も要りません。ど

こでも張れます。とても自由です。でも天気の悪い日

は無理なので、ホステルや車や友人たちの家にとまり

ました。初め自転車で回る計画でした。ロンドンで高

くて悪い自転車を買ってしまいました。お店の人はお

金を返してくれませんでした。そのあと買った車もす

ぐに壊れてしましました。旅ではいろいろな交通手段

を使いました。レンタカー、電車、バス、フェリー、

自転車、ヒッチハイク。ヒッチハイクは危険ではない

ですかと質問がありましたが、いい人ばかりで何も危

なくなかったです。 

 私はこの旅でたくさん学ぶことができました。日本

のみなさんにもこの素晴らしさを紹介したいので、来

年ツアーを計画するつもりです。みなさん、是非来て

ください。写真やビデをたくさん撮りました。インタ

ーネットに載せるので是非、見てください。ありがと

うございました。 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1730 回例会 24 年 12 月 17 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 
      会員卓話 山田 裕之 君 
 
 
 
 
 花田 宗弘君 アンナさん、本日、卓話よろしくお

願いします。 
中村 俊之君 昨日、大変寒い中、また、天候の悪

い中、社会奉仕にご協力を頂き、あ

りがとうございました。 
楠部 賢計君 昨日の清掃奉仕忘れていました。申

し訳ないです。 
宮田 貞三君 年末ですので、今年の区切りとして

寄付の方、宜しくお願いします。 
 

 

 

 

 

ベルリンで平和フォーラムが開催 
11 月 30 日から 3日間、ドイツのベルリンでロータ

リー世界平和フォーラムが開催されました。25 年前

に開かれたロータリーのミュンヘン国際大会以来と

なる、ドイツでの大規模なイベントに、ロータリアン

や地域のリーダーのほか、インターアクター、青少年

交換学生、RYLA 参加者など、各国から 1,800 名の参

加者が集まりました。 

ベルリンでの平和宣言では、「国境のない平和」を

テーマとしたベルリンでの平和フォーラムで、「人は

誰でも、暴力や迫害、不平等や不条理に苦しむことな

く、平和に暮らす権利をもっています」という一文で

始まる平和宣言が発表されました。 

和フォーラムの開催は、ベルリン・ホノルル･広島

と第二次世界大戦で大きな被害を受けた都市が田中

作次 RI 会長によって選ばれました。 
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