
 
 
 
 
 
 
 

第 1814 回例会 

平成 27 年 1月 6日(火) 
18：00～ マリーナシティホテル 

創立 40 周年記念式典・祝宴 新春夫婦例会 

 

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．来賓・ゲスト紹介 

海南市長                  神出 政巳 様 

紀美野町長                  寺本 光嘉 様 

第 2640 地区ガバナー         辻  秀和 様 

第 2640 地区代表幹事         山崎 規男 様 

第 2640 地区パストガバナー  前窪 貫志 様 

第 2640 地区パスト元ガバナー  平尾 寧章 様 

有田ロータリークラブ会長  上野山 英樹 様 

有田ロータリークラブ幹事  松村 秀一 様 

有田南ロータリークラブ会長  中  善隆 様 

有田 2000 ロータリークラブ会長  中野 恵子 様 

御坊ロータリークラブ会長  小池 庸子 様 

御坊東ロータリークラブ会長   小池 佳史 様 

御坊南ロータリークラブ会長  楠本 勝彦 様 

海南ロータリークラブ会長  柳川 泰彦 様 

海南西ロータリークラブ会長  田井  徹 様 

海南西ロータリークラブ幹事  岩崎 利明 様 

彰化東南扶輪社 社長          曽 議 鋒  様 

彰化東南扶輪社 秘書     林 銘 洲  様 

彰化東南扶輪社 会員、ご家族 30 名 

宮崎中央ロータリークラブ会長   湯浅 敏幸 様 

宮崎中央ロータリークラブ前会長  松山 春喜 様 

チャーターメンバー     岡田 雅晶 様 

チャーターメンバー          柳川 和一郎 様 

   

５．出席報告 

会員総数 48 名   出席者数 44 名 
出席率 91.67％  前回修正出席率 66.67％ 

 

 

 

 

 

６．会長スピーチ        会長 山東 剛一 君 

新年明けましておめでと

うございます。 

本日、ここに海南東ロータ

リークラブ創立 40 周年記念

式典を開催しましたところ、

神出海南市長、寺本紀美野町

長にはご多忙の中、ご臨席賜

いただき厚く御礼申し上げ

ます。また、2640 地区辻ガ

バナー、山崎代表幹事、前窪パストガバナーはじめ、

近隣の各ＲＣ会長様にはご臨席賜り厚く御礼申し

上げます。さらに、姉妹クラブ彰化東南ＲＣ会員、

ご家族 32名の皆様、ようこそお越し下さいました。

このほか、友好クラブの宮崎中央ＲＣの湯浅会長、

松山直前会長にも遠いところご臨席を賜り心から

御礼申し上げます。そして、当クラブチャーターメ

ンバー柳川さん、岡田さん、元パストガバナー平尾

さん、当クラブ会員ご家族の皆様もようこそお越し

下さいました。ご列席のご一同様に心より感謝し、

会員一同心から歓迎いたしたいと思います。 

海南東ロータリークラブは1975年7月14日海南

ＲＣをスポンサークラブとして 25 名のチャーター

メンバーでスタートいたしました。現在 48 名の会

員で数年前に比べてやや会員数も少なくなってい

ますが、社会奉仕、国際奉仕など様々な奉仕活動に

日々努めているところであります。こうして本日こ

こに 40 周年を迎えられたのもスポンサークラブ海

南ＲＣの皆様、そして当クラブチャーターメンバー

先輩諸兄のたゆまぬ努力、奉仕活動のお蔭と深く感

謝いたしておるところであります。本日はこの感謝

の気持ちを新たにして歴史の重みを心に刻みこの

今日の感動を忘れず奉仕活動に益々精進し 50 周年、

60 周年を目指して前進を続けてまいりたいと思い

ます。本日は誠にありがとうございます。 

 

７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河ＲＣ  1月7日（水）→ 1月7日（水） 

 11:00～ 名手八幡神社 

No.1814 

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 
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○開会の辞 創立 40周年実行委員長 宇恵 弘純 君 

創立 40 周年を迎え、チャーター

メンバーや先人の努力に敬意を表

します。また、本日は多くご来賓、

地区から辻ガバナー様、また、各

クラブの会長様、遠方から姉妹ク

ラブの彰化東南ＲＣの皆さん、友

好クラブの宮崎中央ＲＣの方々に

ご臨席いただき感謝申し上げます。40 周年を契機に

今後も組織の維持拡大に努め、更なる発展を目指して

頑張りたいと考えます。本日は誠に有難うございます。 

 

○ガバナー祝辞 2640 地区ガバナー  辻  秀和 様 

貴クラブの皆さまが、常に誇り

と勇気をもってロータリーとそ

の奉仕に邁進され、本日めでたく

創立 40 周年をお迎えになられま

した。地区ガバナーとして、クラ

ブ会員とそのご家族のみなさま

に、最大限の敬意を表するととも

に、衷心よりお祝い申し上げます。 

本年度 R I 会長ゲイリーC.K.ホァン氏は、R I テ

ーマを「ロータリーに輝きを」と掲げられて、会員増

強やロータリーが地域社会に開かれ、ロータリー家族

を受け入れ、共にロータリーデーを実施することを特

に奨励されております。クラブ会長の山東剛一氏は、

R I テーマのもとに、「会員の出席率向上」をクラブ

方針とされて、クラブ奉仕・社会奉仕・職業奉仕・国

際奉仕・青少年奉仕・R財団・米山記念奨学事業など

バランスよく素晴らしい活動を展開され、さらに創立

40 周年の記念事業に取り組まれておられます。 

また、クラブ会長はじめ会員皆さまには、地区運営

に格別のご理解を賜りつつ、地区の「融和と強調」の

ために多大なるご尽力を賜っております。お蔭さまに

て、本年度地区大会や地区作成のロータリーモーメン

ト「心に残るロータリーの体験」の冊子などを通じて

地区の「明るい未来」が、光輝いてきたように感じま

す。心より感謝申し上げます。 

海南東ロータリークラブが、この創立 40 周年を機

に、さらに斬新的で創造性豊かな活動を、継続されて

素晴らしいパワーを発揮されますことを、確信いたし

ます。貴クラブおよび会員皆さまとそのご家族さまの

ご健勝と今後ますますのご発展を祈念申し上げまし

て、お祝いの言葉とさせていただきます。 

 

○来賓祝辞 
海南市長の神出 政巳様、紀美野町長の寺本 光嘉 

様からは、それぞれ「40 年の歴史を振り返り、皆さ

んの努力に敬意を表します。また、これまでの地域に

おける奉仕活動等、多くの活動に対し、行政を代表し

て感謝申し上げます。今後の更なる発展を期待いたし

ます。おめでとうございます」とお祝いの言葉を頂戴

しました。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
○姉妹クラブ祝辞 彰化東南扶輪社社長 曽議鋒 様 

 創立 40 周年をお祝い申し上げま

す。貴クラブとの交流は 2003 年か

ら、続いており、長年の友情に感謝

します。今後も引き続き、姉妹クラ

ブとして、友好を深め、発展してい

けるよう祈念いたします。 
 
○永年功労者感謝状贈呈 
 
 
 
 
 
 

宮田 敬之佑 君                       楠部 賢計 君 

 
９．祝宴 
○開宴のことば  ○乾杯 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○姉妹クラブ締結(更新)・感謝状贈呈 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

海南市長  

神出 政巳 様 

紀美野町長 

 寺本 光嘉 様 

会長エレクト 

   阪口 洋一 君 
パストガバナー 

  前窪 貫志 様 

バナー交換 



○アトラクション マグロ解体ショー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○「40 周年の歩み」ビデオ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○お祝いのことば        ○閉宴のことば 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

○祝宴の様子 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
○ロータリーソング「手に手つないで」 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10．閉会点鐘 
 

次回例会 
第 1815 回例会 平成 27 年 1 月 19 日(月) 

12：30～ 海南商工会議所４階 
お誕生、結婚記念日、お祝い 

会員卓話  谷脇 良樹 君 

宮崎中央ＲＣ会長 

湯浅 敏幸 様 

海南ＲＣ会長 

柳川 泰彦 様 
楠部 賢計 君 



 
 
 

ロータリーについて話そう 
1 月のＲＩ会長メッセージ 

 黄其光(Gary C.K. Huang) 

親愛なるロータリアンの皆さ

ん、今年度の初め、私はロータリ

ーデーを開催して「ロータリーに

輝きを」与えるよう、いたるとこ

ろのロータリアンにお願いしま

した。どのように実施するかは皆

さま次第。丸一日かけても、2～3
時間でも構いません。クラブでも、

地区でも、あるいは国中で計画す

ることも可能です。奉仕プロジェ

クトでもお祭りでも、皆さんが望むものならどんなイ

ベントでもよいのです。地域社会に開かれ、ロータリ

ー家族を受け入れ、楽しくさえあれば、それがロータ

リーデーなのです。 
ロータリーを地域に知ってもらう 

ロータリーデーの目的は、ロータリーを光で輝かせ

ることです。ロータリーにおいて、私たちは長い間、

自分たちの素晴らしい活動を自慢するのは好ましく

ないと感じていました。黙って奉仕をして、その活動

がおのずと語ってくれるのが最も良いと考えていた

のです。しかし今日、多くの地域社会では、自分たち

の地域にロータリークラブがあることすら知られて

いません。クラブがしっかりしていないとか、奉仕を

あまりしていないからではありません。彼らは十分な

ことをしています。しかし、もしロータリアンが自分

たちの活動について語らなければ、人々がその活動を

知ることは決してないでしょう。 
世界中で実施されるロータリーデー 

私たちが「ロータリーに輝きを」与え、私たちが行

っていることを人々に知ってもらう時です。今年度の

上半期、多くのロータリアンが私のロータリーデーと

いうチャレンジに、どのように取り組んでいるのかを

わくわくしながら見てきました。私は、フィリピン、

韓国、中国、アメリカ、トルコ、インド、台湾、スリ

ランカ、バングラデシュを含むさまざまなところで、

ロータリーデーに参加しました。同じものは一つもな

く、どれも独自の方法で「ロータリーに輝きを」与え

るチャレンジに応えていました。 
ロータリーとその奉仕を引き継いでいくために 

皆さんの地域でロータリーデーを実施したら、私た

ちにお知らせください。タイトルを「Rotary Day」
として、実施したロータリーデーの詳細と写真をメー

ルに添付して『THE ROTARIAN』までお送りくださ

い。今後できるだけたくさんのロータリーデーを掲載

するよう最善を尽くすつもりです。自分の地域でロー

タリーデーの計画していないのなら、これから計画を

立ててみてはいかがでしょうか。皆さんのロータリー

に対する愛情を自分の地域社会と分かち合う素晴ら

しい手段です。ロータリーについて誰かに話して、会

員であることが自分の人生がいかに豊かなものにす

るのかを知らせる時、自分がクラブに勧誘された時に

与えられた贈り物を分かち合うことになるのです。そ

の贈り物を引き渡していくことで、ロータリーとその

奉仕が次の世代に確実に引き継いでいくための一助

となるのです。 
 
ポリオフリー記念の行事で 

ギネス記録を樹立 
2014 年にポリオフリー（ポリオのない状態）を達

成したインド。この偉業を達成するまでには、多くの

ロータリアンの献身と尽力がありました。そのインド

でこの度、40,000 人のロータリー会員が集まり、人

による世界最大の国旗をつくる行事が開催されまし

た。チェンナイとタミルナドゥのロータリアンが実施

したこの行事は、インドでのポリオフリー達成を記念

するものとして行われ、ギネス世界記録を樹立しまし

た。この行事に参

加したゲイリー C. 
K. ホァン RI 会長

は次のように話し

ます。「私が特に感

心したのは、ロー

ターアクター、イ

ンターアクター、ロータリアンと、ロータリーに関わ

るすべての人が参加していたことです。彼らがそれぞ

れ、学校の同級生、友達、同僚を連れてきてくれまし

た。これは、インドにとってポリオフリーであること

がどれだけ重要かを示していると思います」地元の広

大な催し物会場に集まった参加者一人ひとりが手に

プラカードを掲げ、それをつなぎ合わせてインドの国

旗をつくり、人による世界最大の国旗としてギネス記

録達成が認められました。これは昨年、Sports Club of 
Lahore という団体が主催し、30,000 人が集まってつ

くったパキスタン国旗の記録を上回るものとなりま

した。インドの国旗をつくって世界記録を樹立した後、

インド国旗の中心部（青い部分）のプラカードを掲げ

ていた地元のロータリー会員がそれを裏返し、ロータ

リーの徽章を形づくりました。また、「Keep India 
Polio Free」（インドをこれからもポリオフリーに）

というメッセージが書かれた横断幕も掲げられまし

た。行事を主催した第 3230 地区によれば、参加者以

外に、約 50,000 人が大型スクリーンに映し出された

この催しを見るために集まったということです。ギネ

ス世界記録の関係者がこれを世界最大の国旗として

正式に認めるのに 5 分以上の時間がかかりましたが、

最後の 30 秒は、参加者全員がお互いにかけ声を出し

て記録の達成を後押ししたと、ホァン会長は振り返り

ます。 

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


