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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1965 回例会
平成 30 年 8 月 6 日(月)
19:00～ 海南商工会議所４F
お誕生日、結婚記念日のお祝い
新入会員歓迎会
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．ゲスト紹介
奥 新入会員の奥様 奥 昌美 様
５．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 28 名
出席率 66.67 ％
前回修正出席率 60.98 ％

会長 山畑 弥生 君
６．会長スピーチ
皆さん こんばんは！ 今日
で、西日本豪雨から１ケ月です。
死者 219 人、未だ行方不明者 14
人とのことですが、改めてここ
で追悼の意を表し、ご冥福をお
祈り申し上げたいと思います。
さて、今アマチュアのスポー
ツ界では、ドンと呼ばれるトッ
プが、高潔性を忘れ曇った闇の世界が広がっていま
す。オリンピックも控え、一段と練習に励む選手の
気持ちを考えると強い憤りを覚える中で、昨日から
夏の高校野球 100 回記念大会が始まりました。猛暑
の中で、ひたむきな球児達のプレイに感動しながら、
当クラブ野球部が、念願だった甲子園で初勝利（平
成 24 年６月 28 日 27 対 1 で水戸 RC に大勝）した時
の喜びと感動が懐かしく思い出されます。
新会員の奥 喜全さんも野球部に入部とのことで
すので、どうぞ甲子園でのプレイを楽しみにしてお
いて下さい。今夜は、歓迎例会となっておりますの
で、ゲストとして、奥様の奥 昌美 様をお迎えして
おります。ようこそお越し下さいました。ロータリ
ーには、会員の家族が参加して頂く、親睦や奉仕活
動のプログラムがたくさんございます。昌美様には、
ご主人とご一緒に、これらの活動に進んで参加され
ロータリーライフを、ご夫婦で楽しんで頂ければと
願います。又、新会員の奥 喜全さんには、一日も早
く皆さんと打ち解けられるように願って親睦委員を
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

お願い致します。本日の歓迎会も、親睦委員長の赤
松さんや SAA の田岡さんが、事前に熱心に打ち合わ
せをし、企画して頂きました。きっと心に残る一夜
になることとお思います。そして、再び入会して頂
きました 花畑 重靖さんおかえりなさい！会員一同、
お二人のご入会を、心より歓迎申し上げます。
花畑さんは、会長経験者で、たくさんの会員増強
をされていらっしゃいます。因みに本年度の会員増
強委員長は、花畑さんが会長年度に推薦され、入会
されました千賀さんでので、千賀委員長の元で手腕
を揮って頂きたく会員増強・退会防止委員をお願い
致します。
折しも８月は「会員増強・新クラブ結成推進月間」
となっていますので、ここで簡単に入会までのプロ
セスをお話しさせて頂きます。入会の資格条件は、
国籍や性別は問いませんが、善良な成人であり、職
業上そして地域社会に於いても良い世評を受けてい
る者とあります。推薦人は、この資格条件を充たし
た会員候補者の氏名を理事会に提出し、理事会が承
認すれば、次に全会員に入会候補者の氏名を知らせ
て、7 日以内に会員からの異議申し立てがなければ正
式に入会承認となるのですが、一人でも反対があれ
ば残念ながら却下となります。このことから私達は、
選ばれてロータリーに入会させて頂いたことになり
ますからロータリアンとしての誇りを忘れずに、積
極的に、ご親戚、ご友人、それから同業者の皆さん
に入会をお勧め頂けますようお願い致します。
最後に、お盆休みを挟んで、20 日の例会は、樫畑
ガバナー公式訪問ですので、万障お繰り合わせの上、
多数のご出席をお願い致します。服装は、クールビ
ズとしますが、ジャケット着用お願い致します。

8 月は
会員増強・新クラブ結成推進月間
(Membership and New Club Development Month)

事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
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７．幹事報告
○メーキャップ
御坊ＲＣ 谷脇 良樹 君

幹事

中村 俊之 君

7 月 20 日（金）
7 月 27 日（金）
7 月 25 日（水）

海南ＲＣ 谷脇 良樹 君
○例会臨時変更のお知らせ
新宮ＲＣ
8 月 8 日（水）→8 月 11 日（土）
18:30～ サンライズ勝浦
「三役慰労・激励会及び納涼家族例会」
那智勝浦ＲＣ
8 月 9 日（木）→8 月 11 日（土）
19:00～ サンライズ勝浦
家族親睦花火大会見学会
和歌山西ＲＣ
8 月 8 日（水）→8 月 8 日（水）
18:00～ 古川 和歌山市太田
（夜間例会）
8 月 22 日（水）→8 月 22 日（水）
12:00～ ファンシー例会
「七福座」和歌山市新雑賀町
和歌山ＲＣ
8 月 21 日（火）→8 月 21 日（火）
18:30～ アバローム紀の国
和歌山アゼリアＲＣとの合同夜間例会
○休会のお知らせ
和歌山北ＲＣ
8 月 13 日（月）
有田南ＲＣ
8 月 14 日（火）
和歌山ＲＣ
8 月 14 日（火）
新宮ＲＣ
8 月 15 日（水）
和歌山西ＲＣ
8 月 15 日（水） 8 月 29 日（水）
海南ＲＣ
8 月 15 日（水） 8 月 29 日（水）
那智勝浦ＲＣ
8 月 16 日（木）
和歌山城南ＲＣ 8 月 16 日（木） 8 月 30 日（木）
○ガバナー事務所 夏期休暇のお知らせ
8 月 11 日（土）～15 日（水）
○8 月ロータリーレート
１＄＝１１２円
８．新入会員歓迎会

奥 喜全 君

花畑 重靖 君

９．閉会点鐘
次回例会
8 月 13 日（月） 休会（お盆）
8 月 20 日（月） 第 1966 回 例会
12:30～ ガバナー公式訪問

Happy birthday！
8 月のお祝い
○会員誕生日
5 日 上野山 雅也 君 25 日 重光 孝義 君
23 日 上中 嗣郎 君
○奥様誕生日
9 日 桑添 養子 様
17 日 中村 万由美 様
○一般ニコニコ
山畑 弥生 君
奥さん、花畑さん、新入会・再
入会おめでとうございます
中村 俊之 君
〃
田岡 郁敏 君
〃
山名 正一 君
今期初めての出席です。山畑会長
役員の皆様ご苦労様です。
深谷 政男 君
新築お祝い頂きありがとうござ
いました。
魚谷 幸司 君
奥さん、ご入会おめでとうござい
ます。智弁和歌山応援します。
赤松 昭二 君
奥さん、花畑さん、ご入会おめで
とうございます。
宇恵 久視 君
奥さん、花畑さん、ご入会おめで
とうございます。
重光 孝義 君
草刈りで顔が黒くなりました。
箕嶋 利一 君
ゴルフで重光さん、宇恵さんに本
日やられました。
寺下 卓 君
今日も暑い中、ゴルフに行って来
ました。昨日ブルーベリー狩りに
行ってきました。
上中 嗣郎 君
入会おめでとうございます。奥さ
んのお父さんとは、よくゴルフに
行った事があります。
桑添 剛 君
体調悪くて、ゴルフに行けません
でした。
大江 久夫 君
花畑さん、再々入会おめでとうご
ざいます。
千賀 知起 君
ご入会おめでとうございます。明
日、智弁の試合があります。
倉橋 順子 君
奥さん、花畑さん、ご入会おめで
とうございます。今日は、浴衣を
着てきました。毎日、暑い日が続
きます。家で母がクーラーつけま
せん。皆様、熱中症に気をつけて
下さい。
中西 秀文 君
開業して 32 年になります。良き
仲間に出会えて、良かったと思い
ます。

阪口 洋一 君

今日、ジュリアン君が就職試験
のため、お休みです。
綛田 さよ志 君 出席あまりしていない、出席委
員長です。
上野山 雅也 君 ご入会おめでとうございます。
奥様が若くてよろしいようで！
上田 善計 君
ご入会おめでとうございます。
農業頑張っています。
山東 剛一 君
暑い中「金比羅参り」行ってき
ます。
木地 義和 君
ご入会おめでとうございます。
倉橋 利徳 君
映画視て泣きました。
「コードブ
ルー」
花田 宗弘 君
ロータリー財団の件で、ガバナ
ー事務所に呼ばれています。ヨ
ットで楽しんで参りました。
宮田 敬之祐 君 ぼけ老人にならないよう、頑張
ります。
理事会の残金

人工サンゴ礁が海と漁村を救う
海洋生物とフィリピンの漁村の人々の生活を救っ
たロータリー歯車形の人工サンゴ礁

助金を利用して予算 100 万ドル以上のプロジェクト
を開始。ロータリー歯車形の人工サンゴ礁をつくり
ました。この人工サンゴ礁には、サンゴが育つため
の十分な面積と、魚たちが住むためのたくさんの奥
まった空間が
ありました。
沿岸から 600
メートルのと
ころにあるこ
の鉄筋コンク
リート製歯車
は、高さ 4 メ
ートル、直径 21 メートルで、重さは数トンあります。
今日、フィリピン最大の人工サンゴ礁とうたわれ
るこの歯車は、サンゴに包まれ、アジ、クロハギ、
フエダイ、ハタ、ハタタテダイ、ヒラメ、コバンア
ジ、バットフィッシュ、バラクーダなどの魚が集ま
ってきます。数回の台風も耐え抜きました。
「サンゴ礁ができる前、一人 1 キログラム程度の
魚しか穫れなかった」と話すのは、アチモナン・ロ
ータリークラブのオカ・チュア元会長です。
「今では
1 日に一人 2 キロぐらい穫れます」
この取り組みがもたらした恩恵は、魚の保護だけ
ではありません。サンゴ礁のおかげで観光客が増え、
村の経済もうるおいました。漁師たちは竹製のいか
だを作り、ダイビングや魚の餌付けを楽しむ観光客
に貸し出しています。

2020-21 年度 国際ロータリー(RI)会長に
スシル・グプタ氏（インド）が選ばれる

フィリピン、アチモナン（ケソン州）の漁村では、
ロータリー会員が地元の漁師たちと協力して人工サ
ンゴ礁をつくり、漁業を救いました。
ラモン湾の静かな青い海。その底に、地元漁師の誇
りとロータリーへの感謝を示すかのように、ロータ
リー歯車形の巨大な人工サンゴ礁が見えます。
1990 年代の終わりから 2000 年代のはじめ、この辺
りでは大きな商業漁船によってダイナマイト、シア
ン化物、メッシュ網を使った漁が横行し、地元漁業
が壊滅的な被害を受けていました。沿岸の村々にと
って漁業は欠かせない産業であり、長年、村の漁師
たちは家族を養うこの海を守るために闘ってきまし
た。
2005 年、漁師たちはアチモナン・ロータリークラ
ブ（フィリピン、ケソン州）に助けを求めました。
そこで同クラブは、米国カリフォルニア州のマデ
ラ・ロータリークラブと手を組み、ロータリーの補

国際ロータリー会長指名
委員会は、デリーミッドウェ
スト・ロータリークラブ（イ
ンド）所属のスシル・グプタ
氏を、2020-21 年度国際ロー
タリー会長に選出しました。
対抗候補者がいない場合、同
氏は 10 月 1 日に会長ノミニ
ーとして宣言されます。
ロータリーの人道奉仕の 2020-21 年度国際ロータリ
インパクトを高め、会員基盤 ー会長に選ばれたスシル・グ
の多様化を進めることがグ プタ氏（デリーミッドウェス
ト・ロータリークラブ所属）
プタ氏の願いです。
「個人でできることには限界があります。しかし
120 万人ものロータリアンが一致団結すれば、不可能
なことなどなく、世界を本当に変えることができる
のです」とグプタ氏は声明の中で述べています。
グプタ氏は、Asian Hotels (West) 社の会長 兼 代
表取締役社長であり、ハイアット・リージェンシー・
ムンバイおよび JW マリオット・エアロシティ・ニュ
ーデリーのオーナーです。インドのホテル・レスト
ラン協会連盟（Federation of Hotel and Restaurant
Associations of India）の元会長、インド観光金融

公社 （Board of Tourism Finance Corporation of
India）の元理事であり、現在はインドの観光振興を
目的とする観光業界とインド政府の官民パートナー
シップ Experience India Society の会長、Himalayan
Environment Trust の副会長、Operation Eyesight
Universal（インド）の理事を務めています。
1977 年にロータリークラブ入会。以来、地区ガバ
ナー、研修リーダー、リソースグループ顧問、数々
の RI 委員会の委員長、副委員長、委員を歴任しまし
た。
水保全への貢献によりジャイプールの IIS 大学よ
り名誉理学博士号を授与されたほか、観光と社会福
祉事業における功績が認められ、インド大統領より、
社会市民に贈られる賞としてはインドで 4 番目に高
い Padma Shri 賞を受賞しています。
ロータリー財団では、人道的・教育的プログラム
への支援が評価されて特別功労賞を受賞。ヴァニタ
夫人とともに、ロータリー財団のメジャードナーお
よびアーチ・クランフ・ソサエティのメンバーとな
っています。
会長指名委員会委員は次の通り（敬称略）
：小沢一
彦（横須賀ロータリークラブ、日本、神奈川県）、マ
ノジ D. デザイ（バローダメトロ・ロータリークラ
ブ、インド、グジャラート）、シャカール・メータ（カ
ルカッタ・マハハガル・ロータリークラブ、インド、
ウェストベンガル）、ジョン G. ソーン（ノースホバ
ート・ロータリークラブ、オーストラリア、タスマ
ニア）、ギラー E. タマンガン（マカティウェスト・
ロータリークラブ、フィリピン、マカティシティ）、
朴柱寅（パク・ジュイン）（順天ロータリークラブ、
韓国、全羅）
、エリオ・チェリーニ（ミラノドゥオー
モ・ロータリークラブ、イタリア）
、ギデオン M. パ
イパー（ラマトハシャロンロータリークラブ（イス
ラエル）、パー・ホイエン（アールップ・ロータリー
クラブ、デンマーク）、 ポール・クニフ（ウェスプ・
ロータリークラブ、オランダ）、サム・オクズエド（ア
クラ・ロータリークラブ、ガーナ）
、ジョゼ・ウラビ
シ・シルバ（レシフェ・ロータリークラブ、ブラジ
ル）、ブラッドフォード R. ハワード（オークランド
アップタウン・ロータリークラブ、米国カリフォル
ニア州）、マイケル D. マッカラ（トレントン・ロー
タリークラブ、米国ミシガン州）、カレン K. ウェン
ツ（メリービル・ロータリークラブ、米国テネシー
州） 、マイケル K. マクガバン（サウスポートラン
ド・ケープエリザベス・ロータリークラブ、米国メ
ーン州）、 ジョン C. スマージ（ネイプルス・ロー
タリークラブ、米国フロリダ州）

多くの人に観てもらうことを勧めています。ポリオ
の恐さ、認識を深め、撲滅への理解と協力を呼びか
けています。

団体鑑賞会（有料）に関するお問合せ（日程・人
数・料金等）は、当地区内の上映予定の映画館(MOVIX
堺 電話：050-6864-7093 9 月 7 日公開)まで、お問合
せください。

ロータリークラブ推奨映画
ロータリークラブでは、映画「ブレス しあわせの呼
吸」をロータリーファミリーや一般の方々を含め、
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一

千賀 知起

