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イマジン ロータリー
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ

第 2115 回例会
2022 年 11 月 7 日(月)
海南商工会議所４F 19:00～
お誕生日、結婚記念日のお祝い
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 45 名 出席者数 17 名
出席義務規定適用免除会員 3 名
出席率 41.46% 前回修正出席率 58.54%
５．会長スピ-チ
会長 中村 俊之 君
皆さんこんばんは。今月最初の
例会に出席いただきありがとうご
ざいます。今月お誕生日、結婚記
念日を迎えるメンバーの皆さまお
めでとうございます。
11 月はロータリー財団月間とな
っています。100 年以上も前に創
設されて以来、ロータリー財団は、教育の支援や持
続可能な成果を生み出すプロジェクトに総額 40 億
ドル以上の資金を提供してきました。ロータリー財
団の使命は、ロータリーの会員が、人々の健康状態
を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り
組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、
平和を構築できるよう支援することです。例えば
・わずか 50 セントで、1 人の子供をポリオから守
ることができます。
・50 ドルで、水を介する疫病から人々を守るため
に安全な水を提供することができます。
・500 ドルで、いじめ撲滅キャンペーンを立ち上げ、
子供たちに安全な環境を作ることができます。こ
のような事を皆様のご寄付で世界に影響もたら
します。ここのところ毎月のようにご寄付のお願
いをして心苦しいところではありますが、ご理解
いただき一人最低 100 ドル以上のご寄付をお願
いいたします。
次に報告事項です。
一昨日、昨日と和歌山市にて地区大会が開催され

会長 中村 俊之

幹事 千賀 知起

ＳＡＡ 田中 淳

ました。以前にもお伝えした通り、私は漆器まつり
が開催されたため両日とも参加できませんでした、
5 日の日は中西さん、寺下さんが参加していただき
ました。また、中西さんには立法案検討会に代理で
出席していただきました。一部議案の採択に時間が
かかり予定より時間がかかったとお聞きしていま
す。長時間にわたり代理出席していただいた中西さ
ん、また裏方でお仕事をしていた寺下さん、本当に
お疲れ様でした。
6 日の日は中西さん、寺下さん、倉橋さん、岸さ
ん、山畑さん、前田さん、宇恵さん、７名の方に参
加いただきました。参加いただいた皆さん、本当に
ご苦労様でした。また改めて、会長、幹事両名が出
席できず誠に申し訳ございませんでした。
次に報告事項です、10 月 24 日に卓話に来ていた
だきお話を聞いた「えきまえイルミネーション」の
件ですが 11 月 13 日 16 時～21 時に点灯イベントが
開催され、19 時より点灯式を行います。お時間の
ある方はのぞいていただければと思います。
海南ＲＣさん事務所移転に伴う什器等の移動を
随時例会終了後に行っていきたいと思います。お手
すきの方はご協力お願いいたします。
６．幹事報告
幹事 千賀 知起 君
〇例会臨時変更のお知らせ
和歌山西 RC 11 月 9 日（水）→ カフェ例会
11 月 16 日（水）→11 月 17 日（木）
18:00～「魚菜八風」
岩出 RC
11 月 24 日（木）→11 月 23 日（水）
創立 37 周年京都親睦旅行
和歌山城南 RC 11 月 24 日（木）
→11 月 24 日（木）
18:30～ 葵庭園
〇休会のお知らせ
和歌山西 RC
11 月 23 日（水・祝）30 日（水）
有田 RC
11 月 24 日（木）
有田南 RC
11 月 29 日（火）
＊当分の間、食事無しで 12:45 から
〇11 月ロータリーレート
１＄＝１４８円

11 月はロータリー財団月間

次回例会
第 2116 回 2022 年 11 月 14(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
会員卓話 中西 秀文 君
ロータリー社会奉仕事業について[後編]
８．閉会点鐘

Happy birthday！

11 月のお祝い
○会員誕生日
25 日 花畑 重靖 君
29 日 岩井 克次 君
○奥様・旦那様誕生日
1 日 山名 道代 様
12 日 千賀 基子 様
19 日 角谷 みゆき 様 25 日 楠部 ゆか 様
○結婚記念日
1 日 寺下 卓 君
3 日 榊原由希子 君
3 日 上田 善計 君
8 日 岩井 克次 君
22 日 中村 俊之 君
23 日 前田 誠吏 君
27 日 田岡 郁敏 君
○一般ニコニコ
角谷 太基 君
10 月末より海南商工会議所の
副会長に任命されました。会頭
には同じく海南東 RC の小久保
さんがなられ、井内さん田渕さ
んと３人で副会頭をやらせてい
ただきます。皆さん協力お願い
します。
才力 昭浩 君
先月ゴルフで滋賀に行った帰り、
京都の清水寺に行ってきました。
コロナがなくなっているんじゃ
ないかと思うほどすごい人でび
っくりしました。
前田 誠吏 君
先月腰が痛くなって、岡さんに
いい整骨院を教えていただいて、
かなり良くなりました。
倉橋 順子 君 土曜日、漆器まつりで飲食組合の
うどん販売のお手伝いをしまし
た。すごい人で 300 食完売しま
した、すごく疲れましたが、終わ
った後のビールはすごくおいし
かったです。
新垣 直樹 君
高校２年の息子が科学部に入っ
ていまして、きのくに科学オリン
ピックに出場しまして、5、6 人
のグループで参加するうちの一
人がすごく優秀で優勝間違いな
いと喜んでました。優勝すると春
休みに全国大会があるようです。
箕島 利一 君
3 か月ぶりの夜例会参加となり
ます。先々月にコロナにかかりま
した。抗体ができたので出歩いて
も大丈夫かなと思っています。

山名 正一 君

先ほどお話がありましたが、角谷
さんが海南商工会議所の副会頭
に。また、小久保さんが会頭に就
任され、海南東 RC から二人会頭、
副会頭が選任されました。また、
先週、下津在住の向山さん主催の
コンサートに行ってきました。す
ごく素晴らしかったです。一度卓
話に来ていただいたらと思いま
した。
上野山 雅也君 漆器まつりにはうちの家内が行
ったみたいですが、中村さん、角
谷さんは忙しそうだったので声
はかけなかったようです。また出
席率向上にもご協力お願いいた
します。
奥 喜全 君 11 月 3 日に医師会のゴルフの予
定でしたが、コロナの濃厚接触が
あったので欠席させていただき
ました。またジャズマラソンに参
加する予定でしたがリスクが高
そうなので走るのはやめました、
ただ、走れるまでなった過程は評
価したいなと思っています。
魚谷 幸司 君 10 月の終わりに大学の同窓会に
行ってきました。7、8 人が集ま
って楽しい会でした。飲んで食べ
た後麻雀をやろうという事にな
りまして、次の日ゴルフなので
12 時頃には終わろうと始めまし
たが３時までやってしまい、次の
日のゴルフはボロボロでした。麻
雀は楽しかった。今度一緒にやり
ましょう。
楠山 友加江君 私もこの間から腰を痛めまして、
先ほど前田さんがいいところあ
ると言っていたので教えてもら
って、早く治そうと思います。
榊原 由希子君 漆器祭りと同時に開催された「黒
江るるる」のお手伝いをしました。
工房や工場とかを一般の人に体
験してもらうイベントなんです
が、うちの親も工房をやっている
ので一般の人に開いていけるワ
ークショップを考えていきたい
なと思いました。
重光 孝義 君 私は行かなかったんですが、うち
の嫁さんと妹が一緒に漆器祭り
に行ったみたいで、中村会長のお
店で商品を買わせていただきま
した。
田中
淳 君
先週金曜日に阿倍野ハルカスの
フグのお店の特別室で夜景を見
ながら食べて来ました。仕事関係
の人と行きました。

千賀 知起 君

倉橋 利徳 君

中村 俊之 君

田岡 郁敏 君

漆器祭り、飲食組合でうどんを販
売しました、先ほども話が合った
ように倉橋さんのような若い人
が手伝ってくれてよかったです。
漆器祭りでうちの嫁さんも中村
さんのところで商品買っていま
した。あと昨日地区大会に参加さ
せていただきました、宇宙につい
ての講演などあって非常に勉強
になり楽しかったです。
漆器祭りですが３年ぶりの開催
で２日間好天に恵まれ大盛況で
した。魚谷さん、倉橋さん、重光
さんお買い上げありがとうござ
いました。おかげさまで例年より
も売り上げはよかったです。
先々週、５年ぶりに歯科の学会の
発表をさせていただきました。
色々質問攻めにあうなど、久しぶ
りに刺激的な１日を過ごすこと
ができました。

曲がりくねった山道を走り、バリケードや軍検問
所を通過し、土砂降りの雨に遭いながら列を成して
走る約 40 台の救急車。
こ れ ら の 救 急 車 は 、 ロ ー タ リ ー と Ukraine
Friends との初の合同プロジェクトによってウク
ライナに届けられるものです。スロバキアのロータ
リー地区が引き渡しの手配を行いました。Ukraine
Friends は、7 月にロータリーとの協力に同意し、
ロシアとの戦時下にあるウクライナ人びとを支援
するプロジェクトへのリソース提供、諸手配、資金
の分配に協力します。通常の 2 倍の時間をかけて約
879Km の旅を終えた一行は、9 月 27 日にキーウの
マリインスキー公園に到着。
ストーントン・ロータリークラブ（米国バージニ
ア州）の会員である Ukraine Friends のブロック
CEO・ビアマン氏によると、国境を越えて、こん
にちはや戦闘地帯にこれほど多くの車両を運ぶ手
配は、非常に困難で複雑。それでも全車両が無事に
目的地に届けられました。マリインスキー公園で一
行を迎えたビアマン氏はこう述べます。「これ以上
ないというほどスムーズに進みました。まさにチー
ムワークの賜物です」
ウクライナ フレンズが救急車運転の手を確保し、
ロータリー第 2232 地区
（ウクライナとベラルーシ）

が燃料を購入。これらの救急車には、酸素ボンベ、
除細動器、心電図検査機、人工呼吸器といった医療
機器がトンネルしています。
これらの救急車のうち、チェコ共和国とスロバキ
アのロータリークラブが購入した 18 台は、民間の
使用を目的としてウクライナ保健省に届けられま
した。救急車の引き渡しに立ち会った保健省のイー
ホル・クジン次官は、次のように話します。「最新
を備えた救急車を確保することは、ウクライナのア
ジェンダの最緊急項目の一つです。に、心から感謝
しています」
ウクライナフレンズが提供した 22 台の救急車は、
エジプト暗号防衛隊に寄贈されました。
ロータリー会員と Ukraine Friends はさらに、
爆撃で破壊されたタブチャ地方の二つの学校の再
建でも協力しています。Ukraine Friends が学校イ
ンフラの再建を手配し、ロータリークラブが図書、
学用品、パソコンを購入・寄贈しています。
ウクライナ・ロータリーE クラブ会員で第 2232
地区パストガバナーであるミコラ・スタビリャンコ
氏によると、救急この車プロジェクトは、消防車な
どの救急車両の設備を整えるために複数のロータ
リークラブが実施しているプログラムを含んでい
ます「パートナーシップを組んで活動すれば、より
大きな効果を生み、危機的な状況でもより効果的に
計画が立てられます」（スタビリャンコ氏）
ビアマンさんもこう言います。
ネパール難民機関によると、2 月 24 日にロシア
がウクライナに侵攻して以来、1,300 万人以上のウ
クライナ人が自宅からの避難を逃れられ、人道的危
機が起こっています。は 353 件の災害救援補助金
（合計 1,170 万ドル以上）を授与し、被害を受けた
各国のウクライナ人を支援するために、29 カ国の
クラブのプロジェクトで活用されています。食料品、
シェルター、医薬品、衣類などを提供するために、
ロータリークラブとローターアクトクラブがさら
に数百万ドルをウクライナのクラブに直接寄付し
ています。
ロータリーは、ウクライナでの戦争による人命の
喪失および人道的危機の深刻化を深く懸念してい
ます。私たちは地域に根づいたネットワークと数十
年にわたる経験を生かし、現地で迅速に行動を起こ
しています。

ウクライナと共に立つ
501c3 ワールドワイド
フレンズの使命であるウ
クライナ フレンズは、ウ
クライナに対するロシア
の不当な攻撃に対する緊急対応として設立された、
米国を拠点とする組織です。私たちは、ニーズの変
化に応じて人道支援を提供することにより、現場で
重要な支援を提供し、アプローチにおいて思慮深く
慎重であること、および寄付者に対する完全な透明
性を確保することに常に重点を置いています。

2023 年ロータリー国際大会の開催地は、たくさんの
魅力が集まった都市です。
活気と風格のある都
市メルボルンは、あら
ゆる意味でオーストラ
リアの中心的な街とい
えるでしょう。オース
トラリアの首都はキャ
ンベラであり、シドニーが金融の中心地であること
は間違いありません。しかし、メルボルンの豊かな
歴史や観光スポットを掘り下げていくと、2023 年
ロータリー国際大会の開催地であるこの街は、ビク
トリア州の州都であるだけでなく、この国のグルメ
や文化、スポーツ、ショッピングの中心地であるこ
とに気付くはずです。
食の都：ビクトリア州の経済の中心地
メルボルンは、先住民からヨー
ロッパやアジア、アフリカの国々
からの多数の移民に至るまで、約
140 の文化が集まっているとい
われ、2021 年現在、同市とその
周辺地域住民の約 36％が海外生
まれです。こうした多様性から、
変化に富み、常に進化し続ける文
化が生まれたことはこの街の食文化にも表れてい
ます。カフェやレストランのほか、屋上の高層カク
テルラウンジ、気さくなオージーパブ、地下や路地
にある隠れ家的なバーなど、実に多彩な店がそろっ
ています。
お薦めは、シックなビストロ、Bellota(ベジョー
タ)。プリンス・ワイン・ストアに隣接するこのレ
ストランのワインの品ぞろえは、メルボルンでも有
数です。知識豊富なスタッフに、3,000 種類以上あ
るリストの中から探してもらいましょう。ハムやベ
ーコンなどのシャルキュトリーやチーズ、カキの盛
り合わせなどが楽しめます。
「Bellota は決して期待
を裏切りません。
文化の都：オーストラリアの文化の中心地
メルボルンは 2008 年、ユネスコの文学都市に選
定されています。2017 年に行われた国勢調査によ
ると、住民 9,503 人につき一つのライブハウスがあ
り、その数は世界でトップクラス。ヨーロッパから
入植した初期に建てられた壮大な遺産建築と、大胆
で現代的なライブハウスが優雅に隣り合います。

1854 年創業したプリンセス
劇場は、街のランドマークにな
っています。 近くのハー・マ
ジェスティーズ・シアターは、
ビクトリア時代の外観とアー
ルデコ調の客席が特徴です。通
リージェントシアター
りをはさんで向かい側には、オ
ペラなどの公演が行われるアテネウムシアターが
あります。もっと気軽に楽しみたい方には、ウィリ
アムズタウンにあるサンシアターの野外映画館が
お薦め。「湾の向こう側に広がる街の夜景を眺めな
がら、友人と語り合うには最高の場所です」とメル
ボルンパスポートＲＣのジェニー・フランクリンさ
んは話します。
お薦めは、「世界で最も美しい図書館」として知
られている、ビクトリア州立図書館。「建築様式も
机の配置もアーティスティックです」と彼は言いま
す。歴史的なカールトン庭園の中心には、超近代的
なメルボルン博物館があり、5 月 27 日には国際大
会のオープニングイベントが開催されます。「恐竜
やカヌー、駅馬車、科学関係の展示など、この博物
館はビクトリア州の自然環境、文化、歴史をさまざ
まな角度から紹介しています」
。
歴史を学ぶなら、先住民・アボリジニの芸術と文
化を紹介する、クーリー・ヘリテージ・トラストが
お薦めは、ヤラ川を下って、メルボルン最初の港湾
都市ウィリアムズタウンに行くと、シーワークス海
事博物館とニューポート鉄道博物館が隣接してい
ます。さらに、「ウィリアムズタウンから眺めるメ
ルボルンの景色は絶景。特に夕日が沈む頃が」。
1846 年に設立されたビクトリア州王立植物園で
は、国内外の人々が何世代にもわたって楽しんでき
ました。近くにある戦争慰霊館では、オーストラリ
アの戦時中の悲惨な歴史を知ることができます。階
段を上ってバルコニーに出ると、250 本以上の記念
樹の向こうに広がるメルボルンのスカイラインの
パノラマビューも楽しむことができます。
スポーツの都：メルボルンはスポーツが盛ん
全豪オープンの会場もあります。メルボルンクリ
ケットグラウンド（ＭＣＧ）は、南半球最大のスタ
ジアムで、間違いなくオース
トラリアのスポーツの中心
地です。フレミントン競馬場、
Ｆ1 オーストラリアグラン
プリの会場と湖の周りには、
ピクニックスポットやレストラン、ゴルフコースな
どがあり、のんびりと散歩やサイクリングを楽しむ
のにもってこいです。

事前登録で登録料が割引されます。
～12 月 15 日

$475

～2023 年 3 月末

$575

～2023 年 5 月末

$675

詳しくは、https://convention.rotary.org/ja/melbourne

