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第1512回例会19年12月17日(月) 
海南商工会議所４Ｆ 12：30～ 

 

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    和歌山ダルク 和高優紀様 

 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 75.00％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名正一君 

ゲストの和高優紀様、

ようこそお越しくださ

いました。例会後、福

祉会館において薬物乱

用防止講演会において

講師を務めていただき

ます。宜しくお願いい

たします。 

 私の会長年度も、早

いもので本年度半期最

後の例会となりました。

「光陰矢のごとし」と言う諺がありますが、アット云

う間の半年間であったと思います。この半年間の総括

と共に半期の各委員会の活動状況を報告いたします。

７月２日に 2007～2008 年度の例会初日を緊張の面持

ちで迎えたことを今でも鮮明に覚えています。特に口

下手な私にとって２週目の会長所信表明等について

は極限の状態であったと思います。以来ここまで務め

させていただいたのは会員各位のクラブ奉仕等への

理解と、ご協力のお陰と感謝しています。 

 各奉仕活動については、各委員会の皆様のご努力で、

ＲＩ会長ウィルフリッド J．ウィルキンソン氏が掲げ

る ROTARY SHARES「ロータリーは分かちあいの心」を

以て実践していただいたと思います。特に私の運営方

針としていました項目では、①地域奉仕活動について

は、身寄りのいない、又、生活する上で自立の出来な

い方達が入所している白寿荘へ健康器具寄贈のため

の慰問。海南社会福祉協議会との共催による市街美化

清掃活動への参加、又本日例会後予定されています海

南私立高校の生徒を前に『薬物ゼッタイダメ運動』推

進のための講演会の開催、エイズ「レッドリボン活動」

への参加②国際奉仕については、WCS 活動において、

フィリピン・マンダウエイイーストクラブ訪問におい

て、国際親善を図ると共に相互理解を深めました。③

広報・雑誌については、ロータリーの友への投稿、各

奉仕活動に対し新聞紙上への掲載によりロータリー

活動について市民に周知を図り理解を求めた。④親睦

活動については、会員皆様の努力で、同好会の活発な

活動により会員相互の親睦が図られ「楽しい例会づく

り」の一助となり、会員退会防止にも繋がりました。

⑤新世代委員会については、ローターアクトの活動に

積極的に参加し、アクト会員と共に社会奉仕を実践し、

又、青少年の健全育成に貢献していただきました。⑥

ロータリー財団・米山奨学会については、会員皆様の

ご協力により多額のご厚志を賜り、世界の多くの人々

に生きる喜びを与え、将来を担う各奨学生に貴重な勉

強の場を与えていただきました。⑦会報・ＩＴ委員会

については、例会の記録を電子化によるホームページ

掲載等により敏速に処理をしていただき、欠席会員に

も情報が容易に伝達されています。以上の他にも各委

員会が積極的に計画の実行に取組んでいただき、私の

能力以上の成果を挙げられ、非常に光栄に思っていま

す。後期においてもご活躍を期待しています。 

 次に理事会報告をします。以下のことが、承認され

ました。 

・１月の会員誕生お祝い等について、第３週の例会と

する。 

・１月７日新年例会に奥様以外に会長ゲストとしてロ

ーターアクトの会長・幹事を招待する。 

・事務局のプリンターのリース期間が過ぎ、印字等の

機能もかなり悪くなりましたので、買い換えること

としました。 

さて、新年１月７日は夫婦例会となっています。場

所はＪＲ和歌山駅のホテル「グランヴィア和歌山」と

なっています。お待ちしていますので、奥様共々ご出

席下さい。 

この後、パストガバナーの平尾さんよりＣＬＰにつ

いての卓話がございます。 
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６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山南ＲＣ  12 月 14 日  寺下 卓君  
○例会臨時変更 
有田南ＲＣ  

1 月 8 日(火)  1 月 8 日(火) 
18：30～ 横楠（新年例会） 

 田辺東 RC 
1 月 9 日(水)  1 月 9 日(水) 

18：00～ ガーデンホテルハナヨ 
（新年家族会） 

 新宮 RC 
1 月 9 日(水)  1 月 10 日(木) 「かわゐ」 

 有田 2000RC 
1 月 9 日(水)  1 月 9 日(水) 

18：20～ 南部ロイヤルホテル（新年例会） 
 高野山 RC 

1 月 11 日(金)  1 月 11 日(金) 
17：00～ 花菱４Ｆ 

○休会のお知らせ 
 有田南 RC   12 月 25 日(火) 
 新宮 RC    12 月 26 日(水)  1 月２日(水) 
 田辺東 RC   12 月 26 日(木)  1 月２日(水) 
 高野山 RC   12 月 28 日(金)  1 月４日(金) 
 有田 2000RC  １月 2 日(水) 
 

７．ゲスト スピーチ   和歌山ダルク 和高優紀様 

和歌山ダルクは、薬物依

存症者の回復を支援する施

設です。入寮もしくは通所

方式で回復プログラムに取

り組んでいます。共同生活

をしながら毎日のグループ

ワークを通して、依存症か

らの回復支援を行います。

回復プログラムは1日3回。

心理学やマナー、フィジカ

ルケア、精神保健まで多岐にわたり、自分たちでテー

マを決めて、正直に心のうちを話し合います。中でも、

薬物依存症から立ち直った人が研修を受けた上で、今

度は回復を支援するスタッフとして新しい入寮者の

回復支援をする立場になった人もいます。今後は「回

復プログラムを和歌山に定着させると共に、予防教育

を充実させたい」「薬物を使用しないよう予防教育を

充実させたい」と考えています。ご支援、ご協力をお

願いします。 

 

８．会員卓話 

「ＣＬＰと海南東ロータリークラブについて」 
パストガバナー 平尾寧章君 

こんにちは。海南東クラブでも５人の元会長からな

る CLP（クラブリーダーシッププラン）の研究委員会

を立ち上げて下さったとのことで、クラブの活性化に

向けてよろしくお願いします。 

RI（国際ロータリー）は、

2004 年の RI 理事会にて

CLP について可決し、会員

の減少傾向（特に米国・日

本）での実施を推奨するこ

とになりました。初めは、

会員の少ない弱小クラブ

を対象に考えていました

が、100 人を越えるクラブ

にも最近は推奨しています。 

CLP には、①クラブ細則での委員会構成の簡書化②

社会奉仕、WCS、財団支援等の継続性がもりこまれて

います。CLP の目的と CLP に基づく推奨クラブ細則に

よる委員会は、次のようになっています。また、当ク

ラブの委員会は現在、次のようになっています。 

 

CLP（クラブリーダーシッププラン） 

目的 

１．会員基盤の維持（会員増強） 

２．地域社会及び他の国々の社会ニュースを取り 

上げたプロジェクト(地域の社会奉仕)(WCS） 

３．ロータリー財団を支援する。 

４．クラブの枠を越えてロータリーに奉仕できる 

指導者を育てる。 

  

CLP に基づく推奨クラブ細則による委員会 

１．会員増強委員会 

２．広報委員会 

３．クラブ管理 

４．奉仕プロジェクト委員会 

   社会奉仕 国際奉仕 職業奉仕 

５．ロータリー財団委員会 

 

当クラブの委員会細職 

クラブ奉仕委員会 

 職業分類・選考委員会 

 会員増強委員会 

 ロータリー情報委員会 

 出席委員会 

 会報・IT 委員会 

 親睦活動委員会 

 プログラム委員会 

 広報・雑誌委員会 

 ソングリーダー 

職業奉仕委員会 

社会奉仕委員会 

 新世代委員会 

国際奉仕委員会 

ロータリー財団委員会 

米山記念奨学会委員会 

 

当クラブの委員会細職は、数年前よりは、かなり簡

書化されています。 

CLP の目的についても 

当クラブでは 



１．増強については常時 70 名より 

２．社会奉仕（障害者とのふれあい） 

世界社会奉仕(フィリピンとの WCS） 

３．財団寄付も 2640 地区でいつも 1 人当りの寄付は

10 位以内です 

４．クラブを越えてリーダーを育てる 

  地区社会寄付委員長    谷脇さん 

  地区ローターアクト委員長 中西さん 

  地区世界社会奉仕委員   寺下さん 

  地区 IT 委員        〃 

  地区 GSE 委員       花田さん 

が次年度出て下さいます。次年度のガバナー補佐が順

番でありますので早くきめていただきたいものです。 

 

９．次回例会 

第 1513 回例会 平成 20 年 1 月 7 日（月） 

18:30～ ホテル「グランヴィア和歌山」 
新年夫婦例会 

10．閉会点鐘 

 

 

 

 

新垣 勝君  保健衛生功労者、知事感謝状を頂き

ました。総会欠席してすみません。 

山名正一君  和高先生、本日、よろしくお願いし

ます。 

平尾寧章君  今日、卓話させて頂きます。 

山畑弥生君  和高先生、本日の講演よろしくお願

いします。 

林 孝次郎君 X’mas お世話になりました。花田さ

んありがとう。 

田村健治君  先週の火曜日に新聞で紹介される

という良い事がありましたので。 

 

 

 

 

 

 

ロサンゼルス大会に本を持ち寄り、 

識字率向上を推進 
ロータリアンが、2008 年ロ

サンゼルス国際ロータリー国

際大会に本を持ち寄って、周辺

地区の児童たちの識字率を高

めることができます。 

「Rotary’s Wide World of 

Books」と呼ばれるこの国際的

な活動は、さまざまな言語で

25 万冊以上の本を集めること

を目標としています。これらの図書は、南カリフォル

ニア州の一部と南ネバダ州の 7 つの提唱ロータリー

地区内で、公立幼稚園と小学校に通う児童たちへ寄贈

されます。ロサンゼルス・コンベンション・センター

の広場に、寄贈された本を積み重ねて「本の山」をつ

くり、その周りで大会参加者が地元の児童たちに読み

聞かせをできるよう、座るスペースも設けられます。

同活動の委員長を務め、第 5280 地区パストガバナー

のインゴ・ワーカー氏「ロサンゼルスの統合された学

区だけでも、子どもたちの話す言語は 97 か国語にの

ぼります」と話し、言語に制限なく、本を一冊でも二

冊でも持ち寄るよう、呼びかけています。また、今回

の活動が、本を集める世界最大規模の記録を達成でき

るよう願っています。この結果を確認するため、ロン

ドンのギネス・ワールド・レコード社の審査員が現地

を訪れる予定です。 

 

2009-2010 年 ＲＩ会長ノミニー指名 
2007 年 12 月 1 日付けで、ウィル

キンソンＲＩ会長は、ジョン・ケ

ニー氏を正式に2009―10年度ＲＩ

会長ノミニーとして指名しました。

選挙は2008年ロサンゼルスＲＩ国

際大会で行われます。 

 

ＲＩ会長が理事ノミニーを発表 
ゾーン指名委員会の選考に対し、締切日である 12

月 1 日の時点で対抗候補者が RI 事務総長に選出され

なかったことを受け、ウィルフリッド J. ウィルキン

ソン RI 会長は、RI 細則に基づき、それぞれのゾーン

内の正式な唯一の理事ノミニーとして、8名のロータ

リアンを発表しました。ロサンゼルスで開催される

2008 年 RI 国際大会で理事ノミニーが選挙され、2009

年7月1日から2年間の任期が開始されることになり

ます。日本からは、第 1ゾーン ：黒田正宏氏 八戸南

（青森）が指名されました。 

 

世界保健機関（WHO）事務局長と 

元国連特使が国際大会で講演 
楽しみ、親睦の輪を広げようと 2008 年 RI 国際大会

に集まる何千人ものロータリアンには、2人の著名な

ゲスト講演者による国際的な視点での大変興味深い

基調講演を聞くチャンスもあります。  

世界保健機関（WHO）の事務局

長を務めるマーガレット・チャ

ン博士は、「Rotary Today 」をテ

ーマとする 6月 17 日（火）の第

3 回本会議で基調講演を行いま

す。ポリオを撲滅するため、国

際ロータリーと世界保健機関

（WHO）、ユニセフ、米国疾病対

策センターが取り組む歴史的で

国際的な協力関係は、2008 年で 12 年目を迎えます。

2006 年 11 月に現職に就任したチャン博士は、ポリオ

撲滅活動で重要な役割を果たしてきました。今年 11

月、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からロータ



リー財団へ 1 億米ドルの補助金が提供されるという

発表を聞いたチャン博士は、これを大変高く評価し、

次のように話しています。「この補助金によって、私

たちはポリオ撲滅の最終ゴールに大きく近づくこと

ができます。またほかの支援を促す起爆剤にもなるで

しょう」 

コフィ・アナン元国連事務総長の特使を務めた経歴

を持ち、カナダのスティーブン・ルイス財団の会長を

務めるスティーブン・ルイス氏が、6 月 18 日（水）

午前中に基調講演を行います。同氏の財団は、アフリ

カで HIV・エイズに感染した地域を草の根レベルで支

援する活動を行っており、死の淵にある母親や病と闘

う高齢者、エイズにより親を失った孤児たちに援助の

手を差し伸べています。ルイス氏はまた、米国の擁護

団体「AIDS-Free World」の共同理事も務めています。

人道的分野で活躍するこれらの講演者に加え、歌手の

ナタリー・コールが2008年RI国際大会に出演します。

忘れがたい行事となることは間違いありません。登録

料の割引をご利用いただくためには、12 月 15 日まで

にご登録ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーのカレンダーで、12 月は家族月間です。

ロータリーの多種多様な文化、言語、関心を映し出し

たフォトエッセイをご覧ください。掲載されている写

真は、ロータリアン夫妻と子供たちを含むご家族の姿

です。しかし、「ロータリーの家族」には、もっと広

い意味もあります。今月、少し時間を割いて、ロータ

ーアクト、インターアクト、ロータリー青少年交換 、

ロータリー青少年指導者養成（RYLA）についても是非

理解してください。 

 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


