
 
 
 
 
 
 
 
 

第 1787 回例会  

平成 26 年 5 月 12 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．出席報告 

会員総数 50 名 出席者数名 28 名 

  出席率 56 ％ 前回修正出席率 74 ％ 

 

５．会長スピーチ     会長 小椋 孝一 君 

皆さん、今晩は。早いもので、

もう 5 月です。私の任期も後

２か月です。この５月のゴール

デンウィークは天候が良かっ

たですね。皆さんは、良い休日

を過ごされたのではないでし

ょうか？ 
私は、5 月 5 日(月)に午後よ

り海南市、黒江の街並みを探索

しながら、写真を撮りに行きました。意外と驚いたの

は、昔私の頭にあった黒江の街並みが、以前と変わっ

ていたのにびっくりしてしまいました。 
昔は、県外からの観光客が沢山訪れていました。また、

船尾市場はお客さんで活気に溢れていたのが、頭に残

っています。今日の現状を見ると非常に残念でなりま

せん。今後この街並みを復元するには、行政並びに民

間が一緒になって復元出来ないものか、考えるばかり

です。いつか此の街が活気溢れる日々が来るのを楽し

みにしています。会員の皆さんに報告しておきます。 
 先般、2640 地区のロータリークラブに和歌山城南

ロータリークラブの岡本浩さんを 2015-2016 年度ガ

バナーノミニーに選挙で当選されたのは、皆さんもご

承知の事と思いますが、先般、ＲＩから 2015-2016
年度は、豊澤ガバナーノミニーに決定しました。との

連絡が当クラブに届いています。今後の 2640 地区の

行末が心配です。 
 また、フィリピンへの WCS の地区資金補助と台湾

への財団地区資金のＤＤＦ（グローバル補助金）が、

ようやく決定し、安心しました。 
来週の 18 日(日)は、家族例会で淡路島に行く為、

19 日(月)の例会は変更になっています。皆さん気を付

けて下さい。 
 
６．幹事報告         幹事 大谷  徹 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

粉河ＲＣ   5 月 21 日（水）→ 5 月 21 日（水） 

9:00～ 紀の川市 黒土交差点の時計塔付近 

（社会奉仕） 

和歌山西ＲＣ 5 月 21 日（水）→ 5 月 22 日（木） 

18:00～ 和歌山市吉田 「華新」 

田辺東ＲＣ  5 月 28 日（水）→ 5 月 28 日（水） 

12:30～ 職場見学 セントポーリア 

 
７．委員会報告    野球部主将 寺下 卓 君 
 全国ロータリー甲子園野球大会の試合日程が決ま

りました。7 月 26 日（土）の第 6 試合です。応援よ

ろしくお願いします。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1788 回例会 平成 26 年 5 月 18 日(日) 

家族例会 兵庫県 淡路島  

8：00 海南商工会議所 集合 

 
 
 
 
 

 
○会員誕生日 

２日 田中 祥秀君   ５日 花田 宗弘君 
８日 塩崎 博司君 

○奥様誕生日 
１日 小椋 安子様   １日 田中 恵美子様 
４日 宮田 康子様 

○結婚記念日 
３日 田中 祥秀君   ５日 大江 久夫君 

１８日 山名 正一君   １９日 倉橋 利徳君 
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○一般ニコニコ 

 大谷 徹 君  久しぶりに孫を連れてふれあい

公園へ行って１日遊びに行き、楽

しい１日でした。 

 千賀 知起 君  風呂に入って、毛を剃りました。

寒かった。 
 阪口 洋一 君  昨年の秋に大峰山に登り、今年は

百貝岳に登ります。 
 大江 久夫 君  ゴルフをドタキャンしてしまい

ました。 
 山名 正一 君  ゴルフで紀南カントリーに行っ

てきました。すき焼きをご馳走に

なりました。 
 上野山 雅也 君 大江鍋、ごちそうさまでした。 
 魚谷 幸司 君  大江さん、ごちそうさまでした。 
 上田 善計 君  たまに車を洗ったら、雨が降りま

した。月１回の夜間例会の出席で

す。 
 桑添  剛 君  先月の 24 日に孫たちを連れて、

台北に行ってきました。 
 中西 秀文 君  今年の連休は海外旅行に行かず、

ごみ掃除をしました。 
 宇恵 弘純 君  歴代会長会議、体調不良で欠席し

ました。 
 小椋 孝一 君  国木原ＣＣの月例で準優勝でし

た。家のパター練習場の芝生がと

ても良くなりました。 
 宮田 敬之佑 君 海南高校の甲子園出場の寄付、有

難うございました。5,600 人から、

6,000 万円を頂戴しました。 
 
 
 
 
ロータリーが米国平和部隊と協力合意 
5 月 5 日、国際

ロータリー本部

にて、ジョン・ヒ

ューコ国際ロー

タリー事務総長

と、キャリー・ヘ

スラー・ラデレッ

ト平和部隊（Peace Corps）事務局長代理が、協力合

意書に署名しました。調印式にはロン・バートン RI

会長や職員が出席。バートン会長はこの正式な協力合

意を歓迎するとともに、両組織の奉仕への献身を称え

ました。合意内容は、ロータリーと平和部隊が、フィ

リピン、タイ、トーゴで国際開発とボランティア奉仕

を推進する上で、1年間の試験的プログラムを実施す

るというものです。この合意により、ロータリークラ

ブ会員と平和部隊ボランティアが、互いのリソースと

知識を共有し、これら 3カ国での開発プロジェクトで

より大きな成果をもたらせるようになります。具体的

には、地域奉仕プロジェクトや、地域住民への教育支

援などで協力し、さらに、平和部隊パートナーシッ

プ・プログラムを通じて、ロータリークラブが小額の

補助金を提供することができます。 

代々、ロータリー会員の家庭に育ったヘスラー・ラ

デレット事務局長代理は、「国内外でボランティア精

神を高めていくために、ロータリーとの活動で協力で

きることを嬉しく思う」と述べました。また、ヒュー

コ事務局長は、貧困、識字、疾病、きれいな水と衛生

の不足といった、暴力や紛争の根源となる問題に対応

して、人びとの生活を向上させることが両団体の共通

した目的であること強調しました。今回の合意では 3

カ国での活動に焦点が当てられていますが、試験プロ

グラムの結果を受けて、今後ほかの国々での活動にも

協力関係を広げていくことが確認されました。ロータ

リーは、会員のネットワークを利用して、平和部隊の

ボランティア探しを支援し、また元ボランティアの人

びとにロータリーの奉仕プロジェクトに参加しても

らうよう呼びかけます。 

ロータリー会員のアイデアから今回の協力合意へ 

今回の合意で大きな役割を果たしたのは、米国デン

バー地域の元平和部隊ボランティアでロータリー会

員のスー・フォックスさん、バレリー・ホプキンスさ

ん、スティーブ・ワーナーさんです。調印式にも出席

したこの 3 名は、第 5450 地区ロータリー・平和部隊

協力委員会のメンバーで、2010 年以来、両組織の正

式合意を後押ししてきました。「この合意は、両組織

が共通の目的のために協力の枠組みをつくるもの」と

ワーナーさん。米国の平和部隊ボランティアとの協力

が、世界のほかの地域で、同様の団体との協力につな

がれば、と期待を寄せています。ロータリー職員で元

平和部隊ボランティアのジェシー・デービスさんは、

パナマでの平和部隊の活動に参加していたときは、常

に現地のロータリークラブと協力しており、ロータリ

ーが「活動の大切なパートナー」だったと振り返りま

す。 

さらに強くなる協力関係 

今回の合意は、両組織の協力を正式なものとしただ

けでなく、すでに進められている協同プロジェクトで

も、さらに協力関係を強化するきっかけとなります。 

トーゴでは、平和部隊ボランティアのダニエル・ブラ

ウンさんとデイビット・グーズさんが、ロータリーや

米国のほかの団体と協力し、恵まれない子どもたちに

5,000 個のサッカーボールを寄贈するという活動を

実施しています。さらに、サッカーを通じて、マラリ

ア予防に関する知識を広めるといったプロジェクト

にも取り組んでいます。これは、ロータリーと平和部

隊の協力の一例であり、お互いに協力すれば「より末

永い成果をもたらす活動」ができると、ヘスラー・ラ

デレット事務局長代理は話します。今回の試験的プロ

グラムの対象国であるフィリピン、タイ、トーゴでは、

平和部隊の支部とロータリー地区が協力し、国レベル

での活動を調整します。これら 3カ国のクラブで、平

和部隊との活動に関心がある場合は、地区ガバナーに

ご連絡ください。その他の国のクラブはまず、これら

3 カ国のロータリー関係者に連絡を取ることから始

めてみましょう。 

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


