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●クラブフォーラム「職業奉仕」

●勝野　露観ガバナー公式訪問
●和歌山北ロータリークラブとの合同例会
●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「奉仕の理想」「手に手つないで」
●ビジター紹介
和歌山東南Ｒ．Ｃ．　    ４名　 和歌山城南Ｒ．Ｃ．　１名
和歌山アゼリアＲ．Ｃ．　１名

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５６名（内出席規定適用免除会員９名）
９月２２日（本　日） ３８名 ８０．９％
９月１１日（メーキャップ後） ４７名 １００％

前回の例会� 9月22日（月）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於��和歌山東急イン

次回の例会� 10月9日（木）

本日の例会� 10月2日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． １０月２日（木） 卓話 「日本で得たもの（留学８年目を迎えて）」 米山奨学生　丁　水英さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． １０月３日（金） 卓話 「中国はどんな国だろう」 米山奨学生　白　艶花さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． １０月３日（金） 卓話 「職業奉仕月間について」 ２６４０地区職業奉仕委員長　角谷　浩二さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． １０月６日（月） 例会変更
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． １０月６日（月） 卓話 「経営品質の向上活動について」 北畑　米嗣会員
和歌山Ｒ．Ｃ． １０月７日（火） 卓話 「米大手証券会社倒産の影響」 松永　恭直さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． １０月８日（水） ゆとりの時間②
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １０月８日（水） クラブフォーラム「職業奉仕」

●「夢のまた夢」
 当クラブ会員　岡本　哲爾さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ムーンリバー（ヘンリー・マンシーニ）
モルダヴの流れ（スメタナ）

2008年 10月 2日（木）  週報 / VOL.50 No.13（通巻2376）

八幡 建二 会長

　皆さんこんばんは。北ロータリークラブの皆様、今年度東ロータリークラブの会長を仰せつかっております八
幡です。どうぞ宜しくお願い申し上げます。
　今夜は勝野露観ガバナーをお招きしてのガバナー公式訪問に浦武宏ガバナー補佐様、また岡照二副代表幹
事様にもご出席を頂きましてありがとうございます。
今日、５時半より始まりました勝野ガバナーさんと北、東の会長幹事との懇談会も勝野ガバナーの適切なご指導

のもと、つつがなく終えることが出来ました。ここにご報告申し上げます。
　今日、頂いたご指導のもとに今年来年に向けての事業活動に生かしていきたいと考えている所でございます。又、北クラブさ
んとの合同例会も今回で１３回目になると聞いております。今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。
　又、今回は合同例会の計画から運営まですべて北ロータリーさんで行っていただきありがとうございました。
　最後に私ども東ロータリークラブは来年２月に５０周年を迎えます。来月１０月の２５日には国木原ゴルフクラブで５０周年記念ゴ
ルフ大会を行いますので、北ロータリーの皆様にも多数でご出席をお願いいたしまして会長報告とさせて頂きます。

会 長 報 告

ガバナー　勝野　露観さん

皆さん！  今晩は！  ガバナーの勝野です。
本日は、本年５０周年を迎えられます伝統ある和歌山東ＲＣ、並びに３０周年を迎えられます
和歌山北ＲＣに公式訪問させていただきまして、心より嬉しく思っている次第です。
本年は、非常に熱い夏が続いておりましたが、えらいもので、９月の声を聞き、お彼岸に入りますと、朝晩めっ

きり涼しくなり、過ごしやすくなってまいりました。四季の循環と言いますか、時の運行の健なる事、昔より「暑さ
寒さも彼岸まで」と言います様に、時節が来ると、自ずと事が進んで行くのだなあと、しみじみと感じております。それが証拠に、
夜になると、秋の虫が涼しげに鳴いておるのです。
１年３６５日春夏秋冬の四季を幾度も積み重ねられて、３０年、５０年の歴史を歩んで来られた両クラブの皆様、どうぞその歴史
と伝統を大切にして頂きます様に、心よりお願い申し上げます。
我々ロータリアンは、誇りとプライドと気高さをもっています。ロータリーに入会したときには、バッチをつけること、そして素晴

らしい人たちに巡り会え、仲間になったという喜びがありました。その喜びを胸の奥に秘めて、ロータリアンであるからこそ、恥
ずかしいこと、おかしな事は出来ないのだという、大きな歯止めというものを私たちは持って参りました。どうか皆様、そうした
伝統の中にある、誇りとプライドと、そして気高さを忘れないようにしていただきたいと思っております。
日本には古来より、易の一種に数霊学という易があります。これを知っている人は数少ないのですが、それによりますと、３０は

「行動」を示し、５０は「自己を知る」と教えております。ちなみに
１は「思想・理念・水」２は「大地・創造」３は「行動・地震」４は「風・応接・商売」５は「自己・帝王」、６は「天・道」７は「沢・喜び」８
は「霊・鬼内・魂」９は「太陽・光明・情熱」１０は「無限・終る」です。
和歌山北ＲＣは「真の行動を知る為」の３０年、和歌山東ＲＣは「真の自己を知り、真のリーダーたる可きを知る」５０年であって

いただきたい。この素晴らしい節目に巡り会えた両クラブであり、又、その節目にガバナーとして御縁を戴きました事に、心より
深い結びつきを感じるのであります。そしてつくづくと、縁の不思議に思いをはせておる最近です。人は縁によって、良くもなれ

ガバナーアドレス2008

９月１４日（日）　地区委員長会議　内畑　瑛造
９月２１日（日）　地区委員長会議　角谷　芳伸
９月２２日（月）　 和歌山北Ｒ.Ｃ.　赤井　雅哉、岸裏　廣澄、嶋　弘伸、武田　慎介、中江　遵義、 

野上　泰造、古屋　光英、松田　洪毅、森川　宏昭、山本　進三、吉田　篤生
９月２４日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　宮本　和佳
９月２６日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　宮本　和佳

メーキャップ
状　況

前田　成蔵 幹事

　和歌山西Ｒ.Ｃ.より、Ｉ.Ｍ.終了後、ガバナーの強い御要望により「懇親会」を開催するというご連絡があ
りました。
　２００８年１０月１８日（土）１７：００～　於　県文６Ｆ（フロラリア）
　会費　７，０００円　　ご参加の程お願い致します。

幹 事 報 告

に にこ こ 箱 ありがとうございました
浦　　武宏さん 勝野ガバナー連日ご苦労様です。
 
和歌山北Ｒ．Ｃ． 会長　岩内　寛之さん　幹事　中島　延明さん
 東Ｒ．Ｃ．の皆様、本日の合同例会よろしくお願いします。
三毛理一朗さん  勝野ガバナー様心から歓迎申し上げます。よろしく御

指導を願います。
中村　靖男さん  勝野露観ガバナーをお迎えして、和歌山東Ｒ．Ｃ．和歌山

北Ｒ．Ｃ．との合同例会に心より歓迎申し上げます。よろし
く御指導願います。

藤田　昌宏さん 勝野ガバナーをお迎えして。
山東　勝彦さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。
内畑　瑛造さん  北ロータリーとの合同例会又ガバナー公式訪問よろしく。
野井　　晋さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。
伊藤　裕通さん ガバナーを迎えての北クラブとの合同例会に感謝。
寺下　浩彰さん  勝野露観ガバナー様ようこそ御来訪下さいました。宜し

くお願いいたします。
玉置　博康さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。
玉置　博康さん 秋季一次予選の日当です。
河本　清邦さん 合同例会を祝して。
名手　　功さん 勝野ガバナー公式訪問有難う御座居ます。
島　　公造さん 北クラブさんと合同例会よろしく。
田原　久一さん 北クラブのみなさんお世話になってます。
松田　洪毅さん 合同例会、北クラブの皆様ごぶさたです。
古屋　光英さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。

岡野　年秀さん ガバナー公式訪問に感謝して、ありがとうございます。
谷口　文利さん ガバナーをお迎えして。
笹島　良雄さん  勝野ガバナーさんようこそ！！北クラブの皆さんよろしく

お願いします。
宮本　和佳さん 合同例会を祝して。
堀岡　忠男さん 勝野露観ガバナー公式訪問有難うございます。
山野　武彦さん  御祝い　北ロータリークラブの岩内様、会長就任心よ

り御喜び申し上げます。社業も御忙しいと思いますが、
益々の御活躍を祈念致します。

  又北クラブの皆様方、本日は御世話になり有難う御座
居ます。

角谷　芳伸さん 和歌山北ロータリークラブの皆様よろしくお願いします。
加藤　裕司さん  勝野ガバナー、浦ガバナー補佐、岡副代表幹事をお迎

えして。
瀧川　嘉彦さん 勝野ガバナーをお迎えして。
糟谷　元春さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。
土方　浩市さん　勝野ガバナーをお迎えして。
武田　慎介さん 祝　和歌山東・北合同例会。
上中　崇司さん  勝野ガバナーをお迎えして。北クラブとの合同例会を

祝して。
赤井　雅哉さん 合同例会を祝して。
八幡　建二さん  勝野ガバナー、浦ガバナー補佐、岡副代表幹事をお迎

えして。
前田　成蔵さん  勝野ガバナー、浦ガバナー補佐、岡副代表幹事をお迎

えして。
樫畑　友洋さん 勝野ガバナーをお迎えして。

 本日の累計  １２０，０００円（計３５名）（お誕生日お祝い  ２１８，０００円　皆出席  ２０，０００円　その他  ８９２，６９２円）  累計額  １，１３０，６９２円 

（ガバナー補佐）
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2. みんなに公平か

ば悪くもなります。良い縁を良縁、順縁と言い、悪い縁を悪縁、逆縁と言いますが、昔から「禍福は糾える縄の如し」と言います
様に、現実は災禍が幸福を生むことになったり、幸福が禍の種になったりするのが人生の常であります。浮いたり沈んだりする
のが人生なのですから、浮きっぱなしと云う事はなく、又、沈みっぱなしと云う事もありません、浮いたら必ずいつかは沈むもの
であり、沈めばいつか必ず上がるのです。沈んだからと云って、永遠に沈みっぱなしと云うのはありませんし、上がったからと云っ
て永遠に上がりっぱなしと云う事は無いのです。
そもそも、右肩上がりを前提にして、政策をたてたり、右肩下がりを前提にして、政策を考えることはおかしいのです。右肩
上がりの経済状態の時に、下がるのを予想して対策をたて、右肩下がりの時は、上がる時の予想をして、方策を考えておかね
ばなりません。昨今の世界情勢を考えてみるに、この当たり前の事が、政策担当者の頭の中に無いのです。右肩上がりを前提
にして考えたのが、アメリカのサブプライムであります。当然破綻するのはきまりきっていたのです。それにもかかわらず、金融
業界のエリートと云われる連中が、目先の利益に目がくらみ、深く考える事もせず、のめり込んでしまいました。そして、世界的
株安と云う大問題が拡大しているのが今の世界です。これは、トップに問題があるのです。トップリーダーが利益ばかりを追求し、
「真実は何か！？」と云う事を考えていなかったからです。
それにしても、つくづくと思う事は、真のリーダー、真の指導者と云う存在が、各界から皆目いなくなった事です。この弊害
は多大なものがあります。指導方針、政策、対策がおかしいと、その影響は多大なものがあります。
最近の様に、情報がアツと云う間に世界の隅々まで伝達される時代になれば、一国の政策の影響、政治の影響が他国に伝
播していく速度は非常に速くなるのです。それだけグローバルな世の中になっているのです。こういう時代になればなる程、一
国のトップリーダー、各界のリーダーの影響力は、以前と比べものにならぬ程大きくなっておるのです。この現実を皆さんにしっ
かり認識していただきたい。
昨日、アメリカ金融界の有力企業である、伝統ある証券大手、リーマン・ブラザーズが経営破綻しました。サブプライムを推

進させた会社です。リーマン・ブラザーズに対する日本の大手銀行や、地方銀行、生損保などの日本の金融機関の投資融資が
開示されただけでも、４６社、約４４００億円にのぼり、地銀などが保存しているケースが多いリーマンが発行した円建て外債（サ

ムライ債）は、債務不履行になる恐れがあります。大手行などを合わせて損失は２０００億円を越す可能性がある。
これは実に大変な事で、アメリカの株安が世界に連動して、世界株安という大変な状況が生まれつつあります。大変な不景
気、恐慌の来る恐れがあります。銀行は貸し出しを規制するでしょう。
原材料の高騰、石油の高止まり、温暖化現象、地震問題、今迄のツケが一気に噴出して来ております。これは、すべて人災

であります。人間が引き起こした災難です。どう云う人間かと云うと結局は、「自分の利益しか考えぬ」タイプの人間達が引き起こ
した災禍であります。若し、素晴らしいリーダー、指導者がおれば、こういう結果になったでしょうか！？「利を追えば闇し」と云
うことわざの通りになったのです。義利、義の和である利でなければならぬ。我々ロータリーは今、この様な世の中と向かい合っ
ておるのです。ロータリーはこの様な、欲望と自己中心主義的思想のはびこる世の中に存在しておるのです。この様な世の中に
あって、会員増強をはかろうと、一生懸命になっておるのです。この如き世の中に、ロータリーはどのような役割を持ち、どうい
うサービス活動、奉仕活動が出来るのでしょうか！？  この様な世の中に至った大きな原因の１つが「真のリーダー不在」です。我々
ロータリーは、リーダーの集まった組織です。各業界の代表です。
しかしだんだんリーダーが減少してきている。それがロータリーの魅力が半滅していることの根本的原因です。これからは、

リーダーを育成して世の中に送り出す方向にロータリーは向かうべきであり、これからの将来に向かってのロータリーの果たす
べき使命であり、ロータリーの夢であるのです。そして、如何なるリーダーが真のリーダーかというと、その事について書いてあ
るのが、「ロータリーの綱領」であり、「職業宣言」であり、「社会奉仕宣言」であり、「四つのテスト」なのです。
「ロータリーの綱領」は、最高のリーダー、最高のトップの考え方、行動を記述したものであり、「職業宣言」は、最高のトップ
リーダーは、職業、自己のビジネスをどのように考えておるのかであります。
「社会奉仕宣言」は、最高のトップリーダーの社会に対する関わり方を考えたものであります。
そして「四つのテスト」は、企業再生、組織再生の為の四つの基本的考え方を説いたものです。
ロータリーの綱領について！  職業宣言について！  社会奉仕宣言について、四つのテストについて！  しっかり学んで戴くよう
にお願いしまして、私のアドレスとさせていただきます。

勝野　露観ガバナー公式訪問＋
和歌山北ロータリークラブとの合同例会
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