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「率先しよう！」
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ておられます。又、海南東クラブ様におかれましては、
昨年平尾直前ガバナー様はじめ会員皆様が、究極のロ
ータリー活動をされたことと思います。海南西に於い
ては弱小クラブではありますが、弱小クラブなりの職
業奉仕、社会奉仕に取り組んでいるところです。今後
とも各ロータリークラブが発展していくことを願っ
てはなはだ簡単ではございますが、ご挨拶に代えさせ
て頂きます。

第 1457 回例会 18 年 9 月 4 日(月)
ガバナー公式訪問 ３クラブ合同例会
海南市保健福祉センター

18:30〜

１．開会点鐘
会長 新垣
２．ロータリーソング
「奉仕の理想」
３．ゲスト紹介
地区ガバナー 三軒 久義
地区代表幹事 永嶋 龍弘
ガバナー補佐 前窪 淳弘
ガバナー補佐 古久保 恭一
地区副代表幹事 小西
護
地区副代表幹事 細川
治
三軒ガバナー
地区直前ガバナー 平尾 寧章

勝
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６．幹事報告
○例会臨時変更のお知らせ
橋本紀ノ川 RC 9 月 5 日（火）Æ9 月 5 日（火）
PM19：00〜ごゆっくり
（家庭集会報告会）
有田南 RC
9 月 12 日（火）Æ9 月 14 日（木）
PM18：30〜
橘家
（有田３クラブ合同ガバナー公式訪問）
有田 2000RC
9 月 13 日（水）Æ9 月 14 日（木）
PM18：30〜
橘家
（有田３クラブ合同ガバナー公式訪問）
和歌山北 RC
9 月 25 日（月）Æ9 月 25 日（月）
PM18：30〜
ホテルグランヴィア和歌山６F
（和歌山東 RC との合同ガバナー公式訪問）

４．出席報告
会員総数 71 名 出席者数 52 名 出席免除会員 1 名
出席率 74.29％ 前回修正出席率 80.00％

５．会長スピーチ

海南西ＲＣ 会長 日置 輝
こんばんは、海南西ロー
タリークラブを代表しまし
てご挨拶申し上げます。
本日は三軒ガバナー様・
永嶋代表幹事様・古久保ガ
バナー補佐様・小西・細川
両地区副代表幹事様におか
れましては遠路ご訪問いた
だき誠に有難う御座います。
又地元から平尾直前ガバナ
ー・前窪ガバナー補佐様をお迎えして海南３ロータリ
ー合同ガバナー公式訪問例会が海南・海南東ロータリ
ークラブのご協力の基、開催出来ましたこと御礼申し
上げます。
本年度テーマであります「率先しよう」に則って本
ガバナー公式訪問はトップでありまして、なにぶん不
慣れなもので不手際があればローター精神でご寛容
のほど、よろしくお願いします。
当地区では海南クラブ様は「率先しよう」の目標に
そって本年度よりクラブ・リーダーシップ・プラン通
称ＣＬＰを実行にうつされ、２６４０地区の範となっ
四つのテスト
①真実かどうか

③好意と友情を深められるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるかどうか

７．ガバナー・スピーチ
第 2640 地区ガバナー
三軒久義 様
皆さん、こんばんは。本日
は、まず、会日でない集まり
にくい時間に公式訪問させ
ていただいたことをお詫び
申し上げます。
明日から、第１組の田辺・
那智勝浦方面から公式訪問
することになっております。
そのまえに、平尾直前ガバナ
ーを輩出された海南３クラ
ブの皆様に、敬意を表するために今日という日になり
ました。明日からですので、今日でないと皆様にお会
いできないので無理にこの日をお願いしました。
平尾直前ガバナーには、１年間ご指導賜りありがと
うございました。また、地区の役員の皆様にも色々と
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たのですが、この反日の時代に日本に行こうという気
お世話になりお礼申し上げます。何しろ、今日が初め
のある中国・韓国の学生にやはり出来る事をするのは
ての公式訪問ということでございますし、新垣会長様
悪いことではないとのことです。それも一理あるなと
をはじめ、同窓の先生方も多く、大変緊張しておりま
私も感じまして、色々考えないといけないかなと思い
す。何卒よろしくお願いします。
ました。皆様もその点をよくお考えいただきたいと思
そして、今回の公式訪問に対しまして、前窪ガバナ
います。
ー補佐様にはクラブ協議会にご出席いただきました
今日は、本当においしいご馳走をいただいて、しか
ことを深く感謝いたします。私は、歴代ガバナーのよ
も、この時間にたくさんの御出席いただいたことを心
うにしゃべるのが苦手でございまして、感動を与える
から御礼申し上げ、私の挨拶とさせていただきます。
ようなお話もできません。
まず、ガバ
８．次回例会
ナーの公式訪
第 1458 回例会 平成１８年９月１１日（月）
問の目的は１
12：30〜 海南商工会議所４F
番目に、重要
９. 閉会点鐘
なロータリー
の問題につい
て感心をもっ
ていただきた
い。２番目に、弱体・問題のあるクラブに特別な関心
を払う。３番目に、ロータリアンに意欲を起こさせ、
奉仕活動に参加をしていただく。４番目としては個人
として地区内において顕著な寄付をしていただいた
2008−09 年度ＲＩ会長ノミニー候補に
ロータリアンを表彰する。なお、弱体の傾向にあるク
韓国の李 東建（Dong Kurn Lee）氏
ラブとか問題のあるクラブは、この３クラブにはござ
韓国・ソウル漢江ロータリークラブ（ＲＣ）会員の
いません。しかも、奉仕活動において大変活発にして
李東建（Dong Kurn Lee）氏が、国際ロータリー（Ｒ
いただいています。そして、米山記念奨学金を昨年度
Ｉ）会長指名委員会にて、2008−09 年度ＲＩ会長ノ
で三千万円を達成したクラブ、海南東ロータリークラ
ミニーに選出されました。氏は、
ブの表彰をしたいと思います。表彰状を直接、海南ロ
対抗候補者が出ない限り、12 月 1
ータリークラブ新垣会長様に手渡ししたいと思いま
日をもって、正式にＲＩ会長ノミ
す。
ニーに指名されます。
最後に、ロータリーの重要な問題について一言話し
李氏は、1971 年にＲＣ入会。ガ
たいと思います。実は昨日、インターアクトクラブの
バナー、ＲＩ理事（2001−03）、
国際交流会があり、その後に国際音楽会が開催されま
ＲＩ財務長（2002−03）、ロータ
した。私も参加したわけですが、その中で若者に大人
リー財団管理委員（2003−04 か
気なオーケストラの公演がありまして、それは、男は
ら）などを歴任しています。
裸になってフンドシひとつで体に絵を描いて踊りま
わり、女性は白い衣服を着て踊りました。１時間あま
り、観客もみんな一緒になって立って踊っていました。
それは、私には『ムンクの世界』のようで、とても我々
9 月は「新世代のための月間」
はついていけないものでした。今の世の中の若いもの
明るい未来を願って
の姿であると感じました。インターアクトは、年齢が
9 月は新世代のための月間です。皆さんのクラブ
１４歳からに下がりまして、中学からできることにな
では、どのような取り組みをなさっていますか？
ったのですが、本当は中学に入った時から、或いは小
さまざまな角度から、ロータリアンの皆さまの活動
学校からインターアクトクラブがあってもいいと私
をご紹介しています。
は思います。是非、我々はもっと新世代について感心
を持って何とかしなくてはいけないなと感じた次第
・
「ダメ。ゼッタイ。」民間国連ヤング大使現地レポー
でございます。また、米山奨学金のことですが、皆様
ト Ｐ6-7
も色々と意見があると思うのですが、留学生が中国、
・バングラデシュ人民共和国識字率向上人道支援プロ
韓国から多いので、人によっては反日である中国の学
ジェクト Ｐ8-9
生にどうしてそんなに奨学金を与えるのかという意
・若い人たちに希望の光を―視覚障害者の若者とのス
見がかなりあるのですが、実は私もそう思っていまし
ポーツと文化交流― Ｐ10
た。実際に学生のほとんどが中国の学生で、それはど
うしてかというと公募する学生数の絶対数が多いか
らであります。それでどんなにしぼっても中国、韓国
が多くなってしまうのであります。それはいけないと
いうことですが、前ローターアクト委員長にお伺いし
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