
 

 

 

 

 

 

 

第 1876 回例会  

平成 28 年 5 月 30 日(月) 
12:30～ 海南商工会議所４F 

次年度 委員会別ディスカッション 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング      「手に手つないで」 

３．出席報告 

会員総数 48 名   出席者数 27 名 

  出席率 56.25 ％  前回修正出席率 58.33 ％ 

 

４．会長スピーチ     会長 阪口 洋一 君 

みなさんこんにちは。本日は、

次年度の委員会別ディスカッシ

ョンとなっておりますのでよろ

しくお願いいたします。 

ロータリーの世界大会に参加

するため、27 日から昨日までソ

ウルに行ってまいりました。今

回は、海南３クラブが一緒に参

加しようという計画を立ててい

ただき、海南ＲＣが２人、海南西ＲＣが１０人、海南

東ＲＣから９人、総勢２１人で参加してきました。当

クラブからは楠部さん、深谷さん、桑添さん、木地さ

ん、横出さん、田岡さん、小椋さんの奥様とお嬢様と

私が参加いたしました。 

ソウルでは、

観光バスを１台

チャーターし３

クラブが一緒に

行動し、ホテル

も一緒、食事も

一緒ということ

で３クラブの友

好関係がますま

す深まったように感じました。１日目と２日目は主に

観光で、世界遺産の昌徳宮、韓国古来の民家が多数存

在する北村、南大門市場、明洞を訪れました。夜の明

洞は日本のロータリアンで溢れていました。28 日の

夜はソウル中心街のハヌスで 2640 地区のジャパンナ

イトが開催され、100 名以上のロータリアンで満席状

態、非常に盛り上がっていました。30 日はソウル中

心街よりバスで１時間程の場所にある KINTEX で行わ

れた世界大会の開会式

に出席してきました。

世界中から多くのロー

タリアンが参加され、

わたくしたちが座った

場所からは一番前で挨

拶されるRI会長の姿が

豆粒位の大きさにしか見えない状態でした。会場で世

界のロータリアンとバナー交換をしたり話をしたり

で友好的な雰囲気に包まれた楽しい時間を過ごすこ

とができました。 

今回の世界大会への参加は、海南３クラブの交流を

含め本当に楽しく有意義な旅行でした。ご参加いただ

きました皆様、ありがとうございました。 

今回の旅行において、最初から最後までお世話いた

だきました国際奉仕委員長の深谷さん本当にありが

とうございました。 

 
５．幹事報告         幹事 横出 廣 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦ＲＣ  6 月 9 日（木）→ 6 月 12 日（日） 

8:00 集合 那智勝浦町体育文化会館 

第 17 回くろしお少年剣道大会 

和歌山ＲＣ   6 月 14 日（火）→ 6 月 14 日（火） 

ＪＲ西日本和歌山支社 

事業所見学例会 

6 月 28 日 (火)→ 6 月 28 日 (木) 

18:00～ ダイワロイネットホテル 

                                   最終夜間例会 

和歌山北ＲＣ   6 月 20 日（月）→ 6 月 23 日（木） 

19:00～ ホテルグランヴィア和歌山 

最終夜間例会 

和歌山西ＲＣ   6 月 22 日（水）→ 6 月 23 日（木） 

18:00～ 三八波 本店 

和歌山東ＲＣ   6 月 30 日（木）→ 6 月 30 日（木） 

18:30～ ダイワロイネットホテル 

年度最終夜間例会 
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○休会のお知らせ 
和歌山東ＲＣ 6 月 23 日（木） 

和歌山北ＲＣ 6 月 27 日（月） 

和歌山西ＲＣ 6 月 29 日（水） 

那智勝浦ＲＣ 6 月 30 日（木） 

岩出ＲＣ   6 月 30 日（木） 

○６月ロータリーレート 

   １＄＝１１０円 

 
６．委員会報告 
○国際奉仕委員会      委員長 深谷 政男 君 
  国際大会のご参加、有難うございました。お預かり

している登録料や参加費について、キャンセル料等を

清算のうえ、後日、返金させていただきます。 
 
７．次年度 委員会別ディスカッション 
 次年度の活動計画や提案、意見交換など、委員会別

に分かれて委員長を中心に話し合いました。 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1877 回 平成 28 年 6 月 6日(月) 

18:30～ 海南商工会議所４F 

夜間例会 お誕生日、結婚記念日のお祝い 
 
 
 

阪口 洋一 君 国際大会参加の皆様、お疲れ様で

した。 

横出  廣 君      〃 

桑添  剛 君 国際大会に出席して来ました。皆

様お疲れ様でした。 

木地 義和 君 国際大会に参加しました。深谷さ

ん他お世話になりました。 

深谷 政男 君 国際大会に無事行って来ました。

ご参加された皆様、ありがとうご

ざいました。 

田岡 郁敏 君  はじめて、国際大会に参加しまし

た。感動しました。 

寺下  卓 君  皆さんとは、別に土日の 2 日間で

韓国ソウルに行きました。台湾の

彰化東南 RC との懇親会があり、桑

添さんと合流、地下鉄を乗り継ぎ、

参加してきました。 

 

 

 

 

 

 

 

魚谷 幸司 君 高校生の息子が、アメフトで、19

歳以下の日本代表選手に選ばれま

した。（拍手！） 

 
 
 

国連事務総長 潘基文氏が 

ロータリー国際大会に出席  
 韓国での第 107 回ロータリー国際大会。これまで

で最も多くのロータリアンが出席し、多文化の非営利

団体リーダーの集まりとしては韓国最大級のものと

なった今大会では、国連の潘基文 事務総長が開会式

に出席し、会場となった KINTEX 会議場（高陽市）

に集まった何千人という出席者に語りかけました。

「ロータリアンは素晴らしい

活動を世界中で行っています。

皆さんの活動は、国連が目標

を達成し、世界からの理解を

得る上で大きな力となってい

ます」 
 70年前の5月に国連創設の

ための話し合いに参加したア

ラン・アルバート元ロータリ

ー会長について触れた潘氏は

「人知の擁護者であるアルバ

ート元会長は、一人ひとりが平和の推進力となるよう

人びとに呼びかけました。このビジョンを実現させる

ために、私たちは協力して活動しています」。2007 年

以来、国連のトップとしてその野心的な開発アジェン

ダの指揮にあたってきた韓国出身の潘事務総長は、ロ

ータリーのリーダーシップと、人道的活動への懸命な

取り組みに感謝を述べました。特に、ポリオ撲滅のた

めの資金調達とアドボカシー活動におけるロータリ

ーの貢献を強調しました。世界ポリオ撲滅推進活動

（GPEI）におけるユニセフの役割に言及し、「身体を

麻痺させるこの病気を撲滅するために力になれるこ

とを、国連は誇りとしている」「今後も闘いを続けな

ければなりません。引き続き声を大きくして、各国政

府からの支援が必要であることを訴え、撲滅キャンペ

ーンへの認識向上をご支援ください」と述べました。

地元韓国の文化にあふ

れた開会式では、正式な

講演の前に、伝統的な太

鼓と舞踊、武道、K-pop
といったパフォーマン

スが披露され、聴衆の気

分を高揚しました。 
 ラビンドラン会長は、ロータリー会長として、1 年

を振り返り、クラブ運営の柔軟性と自律性を高める最

近の規定審議会の決定に触れました。「毎週の例会と

食事という伝統的なロータリーのモデルは、私たちが

入会の対象とすべきあらゆる年齢の職業人にとって、

実行可能な選択肢ではないかもしれません」「今回の

審議会はロータリー史上、どの審議会よりも進歩的な

変更を定款に加え、これまでよりも野心的なレベルで

ロータリー運営が行われていくよう未来に目を向け

たのです」と述べました。 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義 


