
 
 
 
 
 
 
 

第 1368 回例会 16 年 8月 23 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

３．ビジター紹介    
中島治一郎様（RI2640地区ガバナー） 

   高寺  寿様（RI2640地区代表幹事） 
   田中 良典様（RI2640 IM2組ガバナー補佐） 
   谷口善志郎様（RI2640 IM4組ガバナー補佐） 
   西平 邦彦様（RI2640 IM4組ガバナー補佐） 
     重根  豊様（海南 RC） 
 
４．出席報告  

会員総数 70 名 出席者数 54 名 出席免除会員 2名 

   出席率 79.41％ 前回修正出席率 86.96％ 

 

５．会長スピーチ        会長 上中嗣郎 

 オリンピックもいよいよ終盤

を迎えつつあります、日本選手も

大変な頑張りようで金メダル１

３銀６銅７個と今朝の情報です

がまだまだ増えそうです。昨夜の

女子マラソンも野口みずきさん

の感動的なゴールをテレビでみ

ることが出来ましたが、寝不足に成りつつあります。 
今月は会員増強月間でありますが、我がクラブも今

年度に入り会員が減少の方向であります、皆様の増強

に対するご理解を頂き新しい仲間の紹介をお願い致

します。ガバナー月信に、ＲI会員組織コーディネー
ターの亀岡弘ＰＧ様の、月間に因んでと言う一文から

の引用ですが・会員のやめていく大方の理由は「個人

的な理由」「多忙」ではなくクラブにおいて自分が必

要でないと感じるようになり、有意義な報われる活動

にほとんど関与せず会員として継続していく何の利

点も見いだせなく成ったから。と言うことです。私た

ちもこの退会理由を念頭に置きながら会員全てが意

義のある活動と意識できるようなクラブ運営に努め

なければならない事を痛感しております。 

本日は、2640 地区ガバナー中島治一郎様の公式訪
問を頂いており、例会終了後全員参加のクラブ協議会

となっております。ご参加お願い致します。 

６．幹事報告 

○メーキャップ  

 中村雅行君 海南西 RC ８月１２日 
○例会臨時変更 

 海南 RC  ８月２５日（水）→ ８月２８日（土） 
        18:30～ ロイヤルパインズホテル 
 和歌山 RC ９月１３日（月）→ ９月１３日（月） 
        18:30～ アバローム紀の国 
 
７．委員会報告 

○親睦活動委員会 田村能孝委員長 
 第７回海南３クラブ合同ゴルフコンペを 10 月 24
日（日）、サンリゾートで開催します。今回は幹事

クラブで、８○会も同時開催しますので、出席よろ

しくお願いします。 
○社会奉仕委員会 上野山雅也委員長 
  新潟、福井の局地豪雨による水害お見舞いについて、
日本の３４地区が挙ってお見舞いをすることにな

りました。義援金を集めますのでよろしくお願いし

ます。ロータリーの友８月号の紹介 
   
８．ゲスト卓話 中島治一郎様（RI2640地区ガバナー） 

 皆様、こんにちは。海南東 RC
は模範的なクラブで、親睦に満ち

た良いクラブです。ニコニコ箱の

運営をみても、他のクラブにない

ユニークなユーモアに富んだ話

をされるなど、素晴らしいことだ

と思います。 
 次年度ガバナーにつきましては、当クラブから平尾

さんがエレクトしていただき、心から御礼を申し上げ

ます。また、ご推挙いただきましたクラブの皆様にも

感謝申し上げます。平尾さんには来年２月に開催され

ます国際協議会にご出席いただき、約１週間ガバナー

心得を勉強して頂くことになります。お体には十分ご

留意いただきたいと思います。来年度のＲＩ会長はス

エーデンのカールウィルヘルム・ステンハマーさんで、

各ガバナーを通じて、１年間の方針を皆さんにお伝え

することになります。私が前回ガバナーに就任した時

には、丁度、自分のクラブの３０周年の年でした。く

しくも、皆さんのクラブも３０周年を迎えられ、平尾

さんがガバナーになられるのは、同じ環境であります。
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思い起こせば、私のクラブは中だるみの時期でありま

したが、ガバナーと地区ホストクラブを受けることで、

全員が協力し、まとまりのあるクラブとして蘇ったよ

うな気がいたします。海南東ＲＣはすでに活気に満ち

たクラブで心配はありませんが、一層の発展が期待さ

れます。 
 地区大会ですが、今年度はＩＭ１組にお願いしてお

ります。新宮 RC がホストクラブ、那智勝浦、串本
RC後ホストクラブで、Ｈ17年４月 15、15、17日に
開催されます。今年７月の世界遺産登録の範囲に南紀

クラブが含まれ、非常にやる気を起こしています。楽

しい思い出深い地区大会になる事と思いますので、皆

様のご参加よろしくお願いします。 
 2004～05 年度ＲＩ会長グレン・エステスさんは
100周年の会長としては最もふさわしい方で、彼の国
際ロータリーの組織イメージは、逆三角形でロータリ

アン・ロータリークラブがあって、それを地区やＲＩ

のスタッフが支えるという構図です。ロータリアンの

皆さんが活性化されて、世の中を住み良いところにす

る事にならなければ意味がありません。次年度会長の

ステンハマーさんも同じく草の根運動推進派であり

ますが、彼の国際ロータリーのイメージはだ円形でし

て、みんなで力を合わせて親睦に力を入れて力を結集

していってほしいという考え方です。次に、グレン・

エステスさんの皆様にお願いしてほしいという件に

ついてお話しします。 
①会員を増強してほしいという事 
 私は、会員増強という表現が嫌いでして、会員増強

というのは自分のクラブを活性化させたいという気

持ちが大事です。活性化の一番目は、同志を増やす事

で和になって皆さんが協力して仲間を増やすと言う

姿以外、会員増強はあり得ないと思っています。海南

東クラブは、2640 地区で５番目に大きいクラブで、
最初 25 人でスタートし、ピーク時 70 人台で、こう
いうクラブは他にありません。他のクラブは２/３程
度に減少しており、地区自身が２/３になってしまい
ました。2640地区ではピーク時 4,000人弱で、地区
は 2,770人前後であります。なお一層の努力をしてほ
しいと思います。 
②ロータリー財団への協力について 
 ロータリー財団は、国際奉仕の為に色々な有用なプ

ログラムを用意しており、もっと活用しなくては意味

がありません。単に日本が出す学生でなく、ＪＡＰＡ

Ｎプログラム等色々なプログラムを通じて外国から

自力で勉強できない方を招いて日本で勉強する機会

を与えています。皆様方もロータリー財団がどれほど

いいプログラムを持って、どういう風な活用を当地区

でなされているかという学習もお願いしたいと思い

ます。私達は日本で他に米山記念奨学会をもっており

ますが、これは国際ロータリーのプログラムではなく、

日本独自のものです。1920 年に米山梅吉さんがロー
タリーを日本に持ってこられました。東京クラブを設

立されて３年後に大震災にあい、アメリカを中心とし

たたくさんのロータリアンから多大な寄付を頂き、

色々な有意義なプログラムが実行され、米山記念奨学

会ができました。毎年 1,000人ぐらいの奨学生に奨学
金を支給してきましたが、現在は 800人ぐらいです。
それでも他にはございませんので、民間では一番優秀

な奨学金の財団として知られています。ただこのまま

いけば存在価値を失って行くと思っています。現在、

中国、韓国、台湾の学生が約 80名で、３国以外の国
からは 20％しか来ていません。もっとこの３国以外
の国で生活に窮した学生に勉学の機会を与える必要

があると思います。 
③ポリオ撲滅運動の完遂について 
 2004 年の段階で０になっていない。先週までで
548件発生しています。ぜひ手をさしのべてください。
ポリオの完遂に最後までご協力お願いします。 
 他に、４つの準重要項目があります。 
１）ロータリーファミリープログラムについて 
２）識字率の向上について 
３）健康な水確保について 
４）保健の問題‐特にエイズについて（唯一日本だけ

が増えている） 
以上７項目がグレン・エステスさんから私を通じて皆

様にお願いして頂きたいと受け賜った内容です。 
 
９．次回例会 

平成 16 年８月３０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

 

10．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
林孝次郎君  今はやりのオレオレ詐欺にあやうく

騙されそうになりました。 
平尾寧章君  ガバー、代表幹事、ガバナー補佐さん

今日はありがとうございます。特にガ

バナー補佐を有田南の田中さんにか

わって頂いてありがとうございます。 
辻 秀輝君  中島ガバナー様、今日はご苦労様です。

７月からパーﾜｰリハビリを行ってい

ます。高齢者に対するマシーントレー

ニングのことで、６種類のマシーンを

使って、筋肉や関節を動かすトレーニ

ングのことです。 
重根 豊様（海南 RC）今日はお世話になります。 
上中嗣郎君 ガバー様はじめ多くの地区役員の

方々どうもありがとうございます。 
岩井克次君 息子の結婚式無事終わりました。 
塚本義信君 中島ガバナ様はじめご来賓の皆様、よ

うこそ海南へお越し下さいました。 
西川富雄君 御会葬御礼 
寺下 卓君  土曜日ぶんだらまつりで踊って来ま

した。中島がバナーはじめ地区役員の

みなさんご苦労様です。 
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