
 
 
 
 
 
 
 

第 1748 回例会（夜間） 

平成 25 年 6 月 3 日(月) 
18:30～ 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．ゲスト紹介 

  ＩＭ２組ガバナー補佐（海南ＲＣ） 門脇 孝文 様 

米山奨学生 アーマド・シャキル・ビン・アズミ 君 

５．出席報告 

会員総数 53 名 出席者数 37 名 

  出席率 69.81% 前回修正出席率 84.91% 
 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

本年度もいよいよ最終月となり

ました。今日は門脇ガバナー補佐に

お出で頂いています、後ほど今年度

の纏めと地区の現状などをお話し

て頂きます。 

以前よりお願いしておりました自

分の職業について紹介して頂くパ

ンフレッド、現在集まっている分（22 名）を後ろの

テーブルの上に置いてありますので見ておいて下さ

い。必要な方にはコピーをお渡しします。 

また、結婚記念日の植樹の苗が届いています、該当

者は忘れずにお持ち帰りください、これも今回が最後

となります。 

今年度のクラブ主催の行事はほぼ終了致しました、

あとは次年度のための準備作業となりますのでよろ

しくお願い致します。 

 
７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山南ＲＣ  6 月 14 日(金)→6月 14 日(金) 

12:30～ ルミエール華月殿（場所変更） 

6 月 21 日(金)→6月 22 日(土) 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

（2012－13 年度最終夜間例会） 

和歌山東ＲＣ  6 月 27 日(木)→6月 27 日(木) 

18:30～ ダイワロイネットホテル和歌山 

有田ＲＣ    6 月 27 日(木)→6月 27 日(木) 

18:30～ 橘家（夜間最終例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山東ＲＣ  6 月 20 日（木） 

岩出ＲＣ    6 月 27 日（木） 

和歌山南ＲＣ  6 月 28 日（金） 

○2013-14 年度 ガバナー事務所 開設のお知らせ 

〒596-0825 大阪府岸和田市土生町 2 丁目 27－1 
西栄ビル３F TEL:072-437-2640 

FAX:072-437-2650 

○次年度会長エレクトへの地区協議会会長部門修了

書の伝達 

○米山奨学生への 

奨学金贈呈 

 

 

 

 

 

 

８．委員会報告 

○次年度幹事            大谷  徹 君 

 次年度の各委員の活動計画書を 6 月 10 日まで提出

してください。 

 
９．ゲスト卓話 
ＩＭ２組ガバナー補佐（海南ＲＣ） 門脇 孝文 様 

皆様こんばんは。先日、次年度

の当地区に生じている問題に関し

て、ガバナー補佐がスターゲイト

ホテルに集合し色々議論しました。

地区における各クラブはしっかり

しているが地区の組織においては

問題が山積しております。 

私は、ガバナー補佐として、和歌山中クラブ、有田

地区の３クラブ、海南地区の３クラブと御坊地区３ク

ラブの 10 クラブを担当しております。ＲＩの意見と

しては、５クラブ位を担当するのが適当であるようで

す。ガバナー補佐として、１つのクラブに年に４回位

訪問するのが通常であります。私は今年度 10 クラブ

合計で 33 回クラブを訪問しました。 

ガバナー公式訪問の約１ヶ月前までにクラブを訪
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問して、クラブ協議会に参加しました。クラブ協議会

は各クラブによって開催方法が違っております。 

海南ＲＣ、海南東ＲＣは例会終了後別会場でクラブ

協議会を開催しておりますが、他のクラブでは例会終

了後そのままクラブ協議会に移行するところが多い

ようです。クラブ協議会はクラブのプログラムと活動

について協議するために、以前はクラブ役員、理事、

クラブの委員長が出席して開催されていたが、その後

会員全員が出席して行われるように移行していった

ようです。内容も各ラブによって多種多様で、大変工

夫されて作成されているようです。各クラブはそれぞ

れ個性が発揮されていることを再確認いたしました。 

今年度の北中ガバナーはオーソドックスに各クラ

ブを公式訪問されました。次年度の久保年度は様々な

プランを提出していますが、ガバナーエレクト自らが

任命した補佐が気に入らないという理由で解任する

という事態が発生しております。補佐としては、ショ

ックを受けるのは当然で、その後辞任する補佐が続出

しました。ガバナー補佐システムが異常な事態になっ

ております。次年度はガバナー公式訪問の後にクラブ

協議会を開催するという、約 20 年前にやっていた状

態にならざるを得ないようです。来年度の会長、幹事

は何かと気を遣うことが多くなると思われます。 

現状、ガバナーエレクトは種々のプランを出してい

ますが、各クラブの賛同を得るのが難しい状態になっ

ているようで、来年度の地区運営が難しくなるかもし

れません。今年度、ガバナー補佐として各クラブに大

変お世話になり有難うございました。 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 
第 1749 回例会 25 年 6 月 10 日(月) 

    12：30～  海南商工会議所 4Ｆ 

I・D・M 報告 
  
 
 
 
 
 
 
○会員誕生日 
 ３日 宇恵  弘純君   ２４日  三木  正博君 
３０日  中西  秀文君 
○奥様誕生日  

１０日 阪口 節子様   １７日 上中 由貴様 
２２日 寺下 十茂子様  ２２日 倉橋 直美様 
２３日 上野山 衣利子様  ２４日 田村 純子様 
○一般ニコニコ 
花田 宗弘君  門脇ガバナー補佐、よくお出でくだ

さいました。 
中西 秀文君  門脇ガバナー補佐、IM2 組の会長・

幹事会でお世話になり、有難うござ

いました。 

吉田 昌生君  先日の鈴木フォーラムでは大変お

世話になり有難うございました。お

かげさまで、大盛況でした。角谷さ

んからもよろしくとのことです。 
楠部 賢計君  1 ヶ月で 4.5Kg 体重が減りました。

後、目標は９Kg。約３ヶ月です。 
ＩＤＭ ３ 組  出席の皆さんからです。 
門脇 孝文様  一年間お世話になりました。 
 
 
 
 
 
 

2012-13 年度ＲＩ会長  田中 作次 

朋友ロータリアンの皆さん、国際大

会は、大きな力を持ったイベントです。

初めて参加した経験を忘れる人はい

ないでしょう。 
ロータリーというものを教えてくれ

る国際大会 
 私が初めて参加した国際大会は 1980 年のシカゴ大

会でした。私はその年、八潮 RC の会長でした。もっ

とロータリーについて学ばなければならないと考え、

シカゴ大会に参加するようクラブ会員 9 人を誘って、

みんなでシカゴへ行きました。ＲＩ国際大会とはどん

なものなのか予想のつかないまま参加しましたが、そ

こで見たものは想像をはるかに超えるものでした。そ

の国際大会が、私にロータリーというものを教えてく

れました。そして、私の人生を完全に変えました。ク

ラブに、「がんばろう」という気持ちを与えてくれま

した。あの国際大会に、私はクラブの一会員として参

加し、ロータリアンとなって帰ってきました。シカゴ

で受けた感動は、今でも私の心に深く残っています。 
ポルトガルと日本との友好関係 
 日本出身のＲＩ会長として、ポルトガルで開かれる

国際大会に参加できることをとてもうれしく思いま

す。ポルトガルと日本は、1542 年以来、歴史を共に

築いてきました。その年、一隻のポルトガルの船が、

日本の和歌山県串本町の大島に漂着しました。ポルト

ガルの船員たちは日本に来るつもりはありませんで

したが、嵐で遭難してしまったのです。しかし、これ

はうれしい偶然でした。この偶然が、平和的で豊かな

関係の始まりとなったのです。1993 年、日本とポル

トガルは、交流 450 周年を祝いました。ポルトガル

は、16 世紀半ば、日本人が初めて訪れたヨーロッパ

の国でした。それ以来、長きにわたって、ポルトガル

語は、わが国に影響を残しています。 
「平和の港」リスボンで会いましょう 
 ポルトガル人が日本を見つけたのは、偶然の出来事

でした。しかし、国際大会の地としてリスボンが選ば

れたのは、偶然ではありません。リスボンは「平和の

港」です。そして「平和」は、500 年近くの間、日本

とポルトガル間のテーマとなってきたように、この国

際大会のテーマでもあります。 
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