
 
 
 
 
 
 
 

第 1804 回例会  

平成 26 年 9月 29 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 
ゲスト卓話  平尾 寧章 様 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング     「手に手つないで」 

３．ゲスト紹介   パストガバナー 平尾 寧章 様 

 

４．出席報告 

会員総数 48名 出席者数 30名 

  出席率 62.50％ 前回修正出席率 70.83％ 

 

５．会長スピーチ     会長 山東 剛一 君 

みなさん こんにちは。

平尾さん、ようこそお越し

下さいました。本日はゲス

ト卓話よろしくお願いし

ます。 

三木さん、土曜日には米

山記念奨学委員長会議出

席ごくろうさまでした。来

月は米山月間になってい

ますので、三木さんからまたお話があろうかと思い

ますが、よろしくお願いします。 

次回の 10 月、第 1 週の夜間例会は、先日お話し

ましたように宮崎中央ＲＣのみなさん 9 名来られ

て例会に出席してくれます。みなさんどうぞよろし

くお願いします。 

ロータリーの友 7 月号に長崎平戸ＲＣの方が"姉

妹クラブの歓待に感激"というタイトルで投稿され

ていましたが読まれた方もおられることと思いま

す。私も彰化東南ＲＣ訪問には毎回、行かせて頂い

ておりますが、そのあたたかい歓迎にはいつも感激

しております。 

このあと、例会終了後、こちらから宮崎を訪れた

方に残っていただきいろいろご相談していただこ

うと思っています。よろしくお願いします。ありが

とうございます。 

 

６．幹事報告        幹事 中西 秀文 君 

○メーキャップ    

 阪口 洋一 君  9月 24 日（水） 海南ＲＣ 

○例会臨時変更のお知らせ 

高野山ＲＣ 10 月 3日（金）→10 月 3日（金） 

移動例会 高野山大師堂線香工場見学 

       10 月 17 日（金）→10月 17 日（金） 

移動例会「ロータリーの森林」除草作業 

和歌山中ＲＣ 10 月 3 日（金）→10月 3 日（金） 

19：00～ ルミエール華月殿 

 クラブフォーラム 

10 月 24 日（金）→ 10 月 22 日（水） 

18：30～ ルミエール華月殿 

（和歌山東南ＲＣとの合同例会） 

○休会のお知らせ 

和歌山南ＲＣ 10 月 10 日（金） 

新宮ＲＣ   10 月 15 日（水） 

 

○10 月のロータリーレート 

 １＄＝１０６円 
 
７．委員会報告       
○親睦活動委員会        委員長   角谷 太基 君 
  例会終了後に親睦活動委員会を開催いたしますの

で、委員の皆さんは残ってください。 
 
８．ゲスト卓話   パストガバナー 平尾 寧章 様 

こんにちは。私は、入会し

て約 38 年で退会致しました。

私が入会時の新入会員の教育

は①例会は欠席してはいけな

い。欠席したらメイクアップ

をすること 
②地区大会等に出席すること

③3.ロータリーは頼まれたら

断ってはいけないでした。 
入会後、無口な私でしたが、会員卓話等人の前で話

す機会が多く研修になりました。 
26 代目の会長をさせて頂き、その頃よりロータリ

ーの勉強をしはじめました。丁度、DLP (地区リーダ

ーシッププラン) が創設され、第 1 代目(試行的)の
IM2 組のガバナー補佐を致しました。そして
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2005-2006のガバナーとなり海南東RCの皆様に助け

てもらい何とか務めました。 
次にロータリーの原点は何か？日本の多くのロー

タリアンは 1923 年の国際大会で採択された決議

23-24 に求めます。その第一項には「ロータリーとは

利己と利他との調和を目的とする人生哲学でありこ

れが「超我の奉仕」である」と明文化されています。 
私達人間は利己心があります。利己心があるからこそ

成功し、生存競争に打ち勝ってゆきます。これと反対

に友愛と博愛等の善意の心を持っています。これらを

調和していく場がロータリーの例会や行動であると

考えます。そして職業奉仕の理念を持って、世のため

人のために自分の職業を営み事業を繁栄してゆきま

しょう。ロータリーは 1960 年代より青少年育成のた

めインタアクト、ローターアクト青少年交換をはじめ

世界社会奉仕に始まり、1985 年よりポリオ根絶計画

を始め、さらに識字・水・飢餓等、非常に多くのプロ

グラムに手を出しています。人とお金又時間を必要と

します。増強も必要ですが限りのある事と思います。 
最後に海南東ＲＣのますますの発展を期待してい

ます。ありがとうございました。 
 
９．閉会点鐘 
 
 
 

三木 正博 君    昨日、地区の米山記念奨学委員会に

行ってきました。来月は米山月間で

す。皆さんのご協力をお願いします。 

宇恵 弘純 君    9 月 23 日の８マル会ゴルフコンペ

では、メイン幹事の上野山君はじめ、

サブ幹事の皆さん、お疲れ様でした。 

上野山 雅也 君  ８マル会ゴルフコンペ、有難うござ

いました。次回の幹事は桑添山です。

よろしくお願いします。 

桑添  剛 君  ４位でメイン幹事に当選しました。 

６位の小椋君、優勝の倉橋君の両幹

事と次回、来年のコンペ頑張ります。

多数のご参加をお願いします。 

小椋 孝一 君    ８マル会ゴルフコンペ、サブ幹事に

なりました。よろしくお願いします。 

林 孝次郎 君    馬の話になります。24 日に４頭を

連れて馬術競技に参加し、全部の種

目で優勝しました。 

花田 宗弘 君    23 日に浜の宮ビーチでＳＵＰ大会

が行われました。 

中西 秀文 君  平尾先生、今日、卓話宜しくお願い

します。 

楠部 賢計 君  平尾先生 本日はよくぞお越し頂

きありがとうございます。卓話、楽

しみにしています。 

平尾 寧章 様  今日は、卓話させて頂きます。 

谷脇 良樹 君   ようこそ、平尾先生 

山東 剛一 君  平尾さん、本日はゲスト卓話宜しく

お願いします。 

重光 孝義 君    本日、山田さんの代わりにＳＡＡさ

せて頂きます。平尾先生宜しくお願

いします。 

ＩＤＭ４組   ＩＤＭの残金です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

８マル会ゴルフコンペ (9 月 23 日 紀の国ＣＣ) 

 

10 月は米山月間です 
ロータリー

米山記念奨学

会は、勉学・

研究のために

日本に在留し

ている私費外

国人留学生に

対し、日本全国のロータリアン

からの寄付金を財源に奨学金を

支給し支援しています。 
 ロータリークラブを通して日

本の文化、習慣などに触れ、社会参加と社会貢献の意

識を育て、将来ロータリーの理想とする国際平和の創

造と維持に貢献する人を育てます。 
 皆さんのご理解とご協力をお願いします。 
 
サンパウロで 

ロータリーの祭典に参加しよう！ 
サンパウロ国際大会は 2015 年 6 月 6 日(土)～ 9

日(火)に開催されます。 

Bem-vindo ao Brasil!（ブラジル

へようこそ！） 

 年に 1 度のロータリーの祭典

を祝うのに、活気あふれるサン

パウロほどふさわしい街はあり

ません。 第 106 回ロータリー国際大会に出席して

世界中から集まった人たちと出会い、ロータリーの

国際性を 

実感じませんか？  
 

次回例会 
  第 1805 回例会 平成 26 年 10 月 6 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 18：30～ 

宮崎中央 RC歓迎例会  

お誕生日・ご結婚祝い 
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