
 
 
 
 
 
 
 

第 1795 回例会  

平成 26 年７月７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．出席報告 

会員総数 50 名 出席者数 49 名 

  出席率 65.31％ 前回修正出席率 93.75％ 

 

５．会長スピーチ     会長 山東 剛一 君 

今年度の運営方針を申し

上げます。クラブの運営方針

を述べるには RI 会長の方針

を紹介させて頂きます。 
世界には問題が山積みと

なっており、大勢の人が助け

を必要とされています。しか

し、自分にできることは何も

ないと言って何もせずただ

坐っているだけの人が大勢

います。これでは何もかも暗闇のままです。 
ローソクをともすのがロータリーです。私が一本。

あなたが一本。こうして 120 万人の会員がローソク

を灯します。力を合わせれば世界を光で輝かすことが

できる。ロータリーの目的は奉仕の理念を奨励しこれ

を育むことにあるとされています。具体的には知り合

いを広めることによって奉仕の機会とすることとさ

れています。 
当地区の 2012－2013 年度(花田年度)の地区方針も

「奉仕を通じて幸せを」「ロータリーの原点に帰ろう」

とあります。今私達 2640 地区はそのようなことを横

においてゴタゴタ続きでなかなか収束しそうにあり

ません。当クラブは地区のゴタゴタには加わらず、ク

ラブ内でますます友情を深め親睦をはかっていきた

いと思います。そんな中から奉仕の理念で結ばれたロ

ータリアンが奉仕活動を通じて国際理解、親善、平和

を推進するというロータリーの目的に近づけると思

います。 
クラブの方針「会員の出席率の向上」 

昨年度に引き続き重点目標にかかげたいと思いま

す。昨今は低い出席率が当たり前のように感じられる

ようになっていますが、理事役員だけでなく全会員一

丸となって楽しい例会づくりにとりくみたいと思い

ます。それがひいては会員増強、退会防止につながっ

ていくと思います。 
融和ということばを広辞苑で引くと「うちとけて仲

よくすること、仲のよいこと」とあります。調和は「う

まくつり合い全体がととのっていること。いくつかの

ものが矛盾なく互いにほどよいこと」とあります。今

地区が混乱状態であるだけにこんな言葉の持つ意味

の重要性が再認識されなければならないと思います。 
クラブ創立 40 周年記念行事、新春夫婦例会、家族

例会の充実をはかる。ローターアクト、インターアク

トの活動の応援 
姉妹クラブ、友好クラブとの交流 

①21 世紀に向けて、さらに飛躍を遂げる『海南市』

の明るい未来を指し示す 『日差し』 
②20 周年の節目を迎えた海南東ロータリークラブ会

員の皆様のさらなる使命(社会福祉・奉仕・親善)を
追求し、またそれを施す 『人』 

③海洋マリーナ都市『海南市』としてのイメージを表

現した『波』 
 
６．幹事報告         幹事 柳生 享男 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山西ＲＣ  7 月 23 日（水）→7 月 24 日（木） 
18:00～ レストラン「サンクシェール」 

「交換学生歓迎例会」 
 岩出ＲＣ    7 月 31 日（木）→7 月 26 日（土） 

20:00～  スターゲイトホテル関西エアポート 
ビアガーデン 

○クラブＲＩ脱会のご報告 
  藤井寺しゅらＲＣ ６月末をもってＲＩ脱会 
 
７．新旧会長・幹事バッジ交換 

 
 
 
 
 
 
    新旧会長        新旧幹事 

No.1795

R I  D i s t r i c t  2 6 4 0  J a p a n 第 2640 地区ガバナー 辻 秀和 
ＲＩ会長 ゲイリーC.K.ホァン 

四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：山東 剛一  幹事：柳生 享男  ＳＡＡ：山田 裕之 
http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



８．地区からの委嘱状 

谷脇 良樹 君 地区ガバナー補佐 
 中西 秀文 君 地区幹事 
 花田 宗弘 君 地区ロータリー財団資金管理 

小委員会委員長 
 
９．新入会員の入会式（花束贈呈） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

藤山 陽三 君    花畑 重靖 君 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1796 回例会 26 年 7 月 14 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

 100％出席の表彰 
決算報告及び予算案承認 

 
 
 

     Happy birthday！ 
７月のお祝い 

○会員誕生日  
３日 藤山 陽三 君  ５日 上田 善計 君 
10日 宮田 敬之佑君   23日  田中 秀夫  君 

○奥様誕生日 

12日 前田 洋子 様  18日 小久保 マユミ様  
21 日 田中 智子 様 

○一般ニコニコ 

山名 正一 君  藤山さん、ご入会おめでとうござ

います。一緒にロータリー活動を        

しましょう。期待しています。 
 小椋 孝一 君 今日から、山東丸の船出ですね。１

年間がんばって下さい。 
 山東 剛一 君 今日からスタートします。皆さん宜

しくご指導ご協力のお願いします。 

 中西 秀文 君 副会長、今年１年間よろしくお願い

します。 
 柳生 享男 君 これから、１年、宜しくお願いしま

す。 
 山田 裕之 君 宜しくお願いします。 
 重光 孝義 君 山田さん、ＳＡＡ１年間がんばって

下さい。 
 阪口 洋一 君 2014～2015 年度、山東会長はじめ

執行部の皆様１年間宜しくお願い

します。  
  谷脇 良樹 君 ガバナー補佐の委嘱状をいただき

ましたが、７月に入ってから有田

2000ＲＣと有田ＲＣの初例会に

行ってきました。 
 花畑 重靖 君 ３年ぶりにロータリーに帰ってき

ました。私が会長だった時に７名

の会員増強をさせていただきま

した。その７名のかたが今も頑張

っていただいているのでありが

たいです。 
 花田 宗弘 君  ロータリーの地区の委員長に任

命されました。地区で１つ位大き

なプロジェクトを立ち上げ、各ク

ラブが協力していただけるよう

な計画を考えています。テーマは

災害対策と人名救助です。 
 中西 秀文 君  昨日、最高に楽しい１日を過ごし

ました。３２年ぶりに大学の同級

生に会いました。 
 山田 裕之 君 先日、宇恵大先輩と山畑弥生さん

と素敵な夜を過ごさせて頂きあ

りがとうございました。 
 
 
 
 

メキシコの無料診療所、 

麻薬戦争を乗り越えて 
メキシコ・チワワ州にある小さな町ゲレーロは、

麻薬戦争と不況の影響を受け、国内でも危険な場所

と言われています。その町に、貧困者に無料で医療

を提供しているゲレーロ・クリニックという診療所

があります。そのような中、ウォルター・ブランソ

ンさん（米国テキサス州、Brazosport RC 会員）

はテキサス州とメキシコ北部のロータリークラブ

と協力し、1983 年から支援を続けてきました。 
 診療所では、年に 6 回、無料で医療ケアを提供

しています。毎年、多いときには 550 件の白内障

手術に加え、口蓋裂手術、植皮手術、がん検診、子

宮頸がん検査も行っています。無料の医療サービス

が行われる週は、いつも 1,000 人を超える患者が訪

れ、はるか遠くから来る人もいるそうです。 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：阪口 洋一 委員：土井 元司 木地 義和 小久保好章


