
 
 
 
 
 
 
 

第 1754 回例会  

平成 25 年７月 22 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  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 52 名 出席者数 36 名 

  出席率 69.23％ 前回修正出席率 65.38％ 

 

４．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

昨日で参議院選挙も終わり、

自公の圧倒的勝利によって衆

参ねじれ国会に終止符を打っ

たことに成ります。今後の日本

経済の成長に期待したいとこ

ろであります。 

さて、わがメンバーの「料亭」

美登利 千賀さんの女将さん

が先日の 2013 年 7 月号ニュー

ス和歌山に掲載されていましたので紹介させて頂き

ます。我々の身近な人が新聞に掲載された事にロータ

リーメンバーとしては、大変喜ばしい事であります。 

7 月 13 日（土）にチャーターメンバーの楠部さん

と幹事の大谷さんが、ロータリー2640 地区をよくす

る会に出席していただきました。ご苦労様でした。 

本日の卓話は、6 月 23 日～6 月 26 日までポルトガ

ルのリスボンで開催されましたロータリー国際大会

野の報告をして頂きます。田村さん、よろしくお願い

します。 

 

５．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

那智勝浦ＲＣ  7 月 25 日（木）→7月 27 日（土） 

18:30～ ホテルなぎさや 

ビアガーデン（家族親睦納涼例会） 

和歌山北ＲＣ  7 月 29 日（月）→7月 29 日（月） 

19:00～ 味処 三八波 

岩出ＲＣ    8 月 22 日（木）→8月 24 日（土） 

19:00～ ホテルいとう 

屋上ビアガーデン（夕涼み例会） 

和歌山西ＲＣ  8 月 28 日（水）→8月 29 日（木）

18:00～ ダイワロイネットＨ 

「サンクシェール」 

○休会のお知らせ 

 田辺東ＲＣ  7 月 24 日（水） 8 月 14 日（水） 

和歌山北ＲＣ 8 月 12 日（月） 

和歌山西ＲＣ 8 月 14 日（水） 

有田ＲＣ   8 月 15 日（木） 

岩出ＲＣ   8 月 15 日（木） 

高野山ＲＣ  8 月 16 日（金） 

○地区大会事務所開設のお知らせ（7月 11 日～） 

住所：〒596-0825 大阪府岸和田市 

土生町２丁目 27-1 西栄ビル 3F 

E-mail 

chikutaikai2013@senshu-kumatori-eclub.jp 

   TEL①： 080-3767-5893 

   TEL②： 080-3860-3310 

   FAX ： 072-437-2650 

 
６．会員卓話 

○国際ロータリー年次大会の報告    田村 健司 君 

6 月 22 日（土）から、7泊 9日

で、ポルトガルのスボンで開かれ

ました国際ロータリー年次大会

へ行って来ました。当クラブから

は、当初8人で行く予定でしたが、

最終的に林さん、山畑さんご夫婦、

私の 4人が参加しました。 

6/22（土）に関西空港を出発し、

朝～オランダアムステルダム経

由でリスボンに到着しました。宿泊は南西の海岸にあ

る町エストリルで、約 20 時間の旅でした。6/23（日）

午前中、2つの世界遺産を観光し、午後から世界大会

の開会式に参加しました。エド・

フタ（ハワイ在住の日系アメリカ

人）による開会宣言および歓迎の

辞、国旗入場式（恒例120何ヶ国）、

田中作次ＲＩ会長挨拶があり、田

中会長は、原稿なしで英語で、子

供の頃の戦争体験から、世界の平

和こそ一番大切なことと述べま

した。このほか、余興でイル・デ
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ィーヴォ（IL・DIVO）の歌

があり、感動しました。 

また、当クラブの友好クラ

ブの宮崎中央ＲＣから8人

（4 組の夫婦）田島先生

（前々会長）長岡、鳥山、

泰さんが参加されていて、

親しくお話させていただきました。 

6/24（日）からは、観光でヨーロッパ最西端ロカ岬。 

6/25（火）は、スペインのマドリードへ行きました。

市内観光（王宮、プラド美術館 エル、シド、ゴヤ、

ヴェラスケス、浮世絵特別展示、北斎、喜多川歌麿）、

スペイン広場）お周りました。6/26（水）には、マド

リッド→（70km）世界遺産のトレド観光、古代ローマ

時代の要塞都市を観光しました。6/27（木）は、スペ

インから新幹線でバルセロナへ行き、サグラダファミ

リア（今回の目玉スポット）、グエル公園、カサミラ。

6/28（金）には、バルセロナ郊外のモンセラート観光

「のこぎり山」、カタルーニャの聖地「黒いマリア像」

を見てきました。 

○山畑 弥生 君 

 とても素晴らしい世界大会と旅行

でした。ロータリーの世界大会では、

今回、特に田中会長が日本人である

ことから日本の「君が代」も流れ、

感動しました。日本の良さ食の美味

しさを再確認しました。皆さんも、お忙しいとは思い

ますが、機会があれば、できるだけロータリーの海外

行事に参加していただき、素晴らしい体験をしていた

だきたいと思います。 

 

７.閉会点鐘 

 
次回例会 

第 1755 回例会 25 年 7 月 27 日(月) 
海南商工会議所 ４F 12：30～ 

「海南東 RC３８年」奥村 匡敏 君 
 
 

 

田岡 郁敏君  緊急で入院しました。クラブから、

お見舞い、有難うございました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
親愛なるロータリアンの皆さん、

今はロータリアンであることに大き

な喜びを感じる時です。私たちがロ

ータリーで今まで経験してきた中で

最も素晴らしい年度の一つとなり得

ます。それは、私たち一人ひとりにかかっています。 
ポリオ撲滅活動を通して学んだこと 
私たちは今、ポリオとの闘いにおいて最終章にさし

かかっています。長く、険しい道のりでしたが、私た

ちは多くのかけがえのない教訓を得ました。私たちは

グループとして、山をも動かすことができる、人々の

暮らしをより良くすることができる、そして、間違い

なく私たちは、世界をより良い場所に変えることがで

きる、ということを学びました。私たちはまた、ロー

タリー財団の歴史において、新たな章に入りました。

私たちは「未来の夢」という全く新しい補助金制度を

開始する、めったにない恩恵を授かりました。自分た

ちのありとあらゆるリソースを使って、なし得る最も

偉大なことに挑戦する機会を与えられました。より強

い財団と懸命に奉仕に携わるロータリアンがよりた

くさんいる強いクラブがあれば、できることがどれだ

け増えるかを考えてみてください。 
全会員が真のロータリアンになれば 
私たちが直面している現実の課題は、新会員をロー

タリーに連れてくればいいというものではないこと

に気づくことです。今こそ全会員が、真のロータリア

ンに変わる節目です。会員がロータリーに参加するの

を手助けする、つまり彼らが持っている潜在能力や、

ロータリーの奉仕がどれだけ多くの人生を豊かにし

ているかに気づかせることが課題なのです。一人ひと

りの会員が活発に活動し、貢献し、世の中を良くして

いることを私たちは確認する必要があります。皆さん

はロータリーで意味のある活動をしてください。私た

ちがロータリーを真に実践した時、人々の人生は豊か

になります。私たちを必要とする人々の人生を私たち

は変えます。それは当然のことです。同じように、私

たちの人生も変わります。これも必ずそうなります。

これが、本年度の私たちのテーマ「ロータリーを実践

しみんなに豊かな人生を」の一番大切なところです。 
私たち一人ひとりの潜在能力に目を向ける時です。

ロータリーは私たちをより高め、より多くのことをさ

せ、自分たち自身以上に大きな存在の一部にさせてく

れます。私たちがどれだけロータリーに与えたかにか

かわらず、それ以上の恩恵を私たちは得ます。そして

これも必至なのです。私たちみんなの潜在能力を引き

出しましょう。これは自分次第です。ロータリーの奉

仕を実践することで、やる気を持ち続けることで、そ

してロータリーの中に見いだせる贈り物を日々思い

出すことで、可能となるのです。私たちは共に「ロー

タリーを実践し みんなに豊かな人生を」実践します。 

会報委員会    委員長 ： 岸 友子    副委員長 ： 田中 祥秀   委員 ： 角谷 太基 朝井 修 土井 元司  吉田 昌生


