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前回の例会� 6月17日（木）

●卓話「ガバナー補佐の役割」
 次年度ガバナー補佐　松田　洪毅さん

●ロータリーソング� 岸裏　廣澄 ソング委員長
「日も風も星も」
●ビジター紹介� 山本　進三 親睦委員長
橋本Ｒ．Ｃ． 石脇　正雄さん
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 堀　　昌弘さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． 初田　隆生さん

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５１名（内出席規定適用免除会員９名）
６月１７日（本　日） ３１名 ７３．８％
６月３日（メーキャップ後） ３９名 ９２．９％

本日の例会� 6月24日（木）�１８：３０〜�於�ダイワロイネットホテル４Ｆ

●２００９－２０１０年度��最終例会

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
夜の静けさの中で（アンドレ・ギャニオン）
シネマのように（アンドレ・ギャニオン）
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日本は、カメルーンに１─０で勝ちました。まさか勝つとは思ってなかったので喜びは一入です。試
合が終わった後も何回も解説、ニュースを見て喜びの余韻を楽しみました。ＦＩＦＡのランクでは日本は
４５位、カメルーンは１９位です。格上との対戦で金星です。深夜にも拘らず、視聴率も最高が49.1％であっ
たそうです。次は４位のオランダです。この調子の波に乗って大金星を挙げて頂きたいと願います。

そして、サッカーの快挙に比較にならない程の大金星は、人類初の小惑星の岩石採取に挑んだ宇宙航空研究開発
機構の探査機「はやぶさ」の偉業です。２００３年５月の打ち上げから約７年、総航行距離約６０億キロにも及ぶ長い旅
から無事地球に帰還しました。
はやぶさは、地球以外の天体で岩石などを採取し持ち帰る技術を実証するため計画されました。
実証を目指した主な技術は
①新型電気推進エンジン（イオンエンジン）による航行
②カメラで撮影した画像での自律航行とイトカワへの接近・着陸
③ほとんど重力がない環境での試料採取
④密閉したカプセルを大気圏に突入させての試料回収
いずれも人類初の試みです。この4つの中でも難事中の難事が④の大気圏に突入したカプセル回収で、１万度以上

の高温にさらされ、回収は大変難しいと思われていましたが、それも成功しました。関係者は、技術実証がすべて成功し、
後はイトカワの砂を入手できれば「１００点満点で５００点の成果」と云ってます。それだけ挑戦的で困難な内容であっ
たということです。
プロジェクトを率いた川口淳一郎教授は「ある時からは神頼み」と云ってますが、プロジェクトの一人一人の諦めな
いという執念が成功に導いたと思います。

執念といえば、先週の土曜日に和歌山サンライズＲＣのチャーターナイトがありましたが、この厳しい経済状況で会
員が減少している中、会員２５名の新クラブを創られた豊澤会長の執念とも思われる情熱と努力が偉業とも云える新ク
ラブ創立に繋がったと思います。我々にも会員増強はやれば出来るんだとの強い示唆を与えてくれたと思います。今
期皆様に会員増強の声掛けをお願いし、ご協力頂きました。未だ成果は出ていませんが、何時か実る事は確かです。
これからも「輝く未来のために！」継続して増強の声掛けを宜しくお願い致します。

会 長 報 告 谷口　文利�会長
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南R.C. 6月24日（木） 最終例会
和歌山南R.C. 6月25日（金） 例会休会
和歌山中R.C. 6月25日（金） 例会変更
和歌山北R.C. 6月28日（月） 例会休会
和歌山アゼリアR.C. 6月28日（月） 例会変更
和歌山R.C. 6月29日（火） 例会変更
和歌山西R.C. 6月30日（水） 例会変更
和歌山東南R.C. 6月30日（水） 例会変更

皆様、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
今年度のルミエール華月殿での例会も、今日で最後です。次週はダイワロイネットホテルに於いての
今期最終例会です。
昨年の１０月３日（土）に和歌山ロータリークラブのホストで開催されたＩ.Ｍ.３組の記録冊子が届いて

おります。必要な方は、受付に置いていますので、お持ち帰り下さい。
例会終了後、次期の理事・役員会を開催します。関係者は宜しくお願いします。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

６月１１日（金）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　松田　洪毅 / ６月１２日（土）　和歌山サンライズＲ.Ｃ.　谷口　文利、野上　泰造
６月１８日（火）　和歌山南Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、宮本　和佳、八幡　建二、吉田　篤生

（敬称略）

●２０１０－２０１１年度��初例会

次回の例会� 7月1日（木）

堀　　昌弘さん 本日はよろしくお願い致します。

玉置　博康さん プログラム委員長の松田さん今期ご苦労様でした。今日の卓話楽しみにしています。
田原　久一さん 慶風高校創立５周年祝賀会には、会員の皆様方沢山御参加いただきありがとうございました。感謝します。
 次は高校野球、初戦突破したい！！
田原　久一さん 当校、慶風高校では、和歌山県のインターハイ予選に於いて男子、女子共で６冠の栄誉に輝きました。
 次は国体予選です。感謝！！
松田　洪毅さん  貴重な時間をお借りします。７月から始まりますガバナー補佐の予行演習をさせて下さい。試験を受ける気

持ちで頑張ります。
谷口　文利さん 三毛さんコラム集ありがとうございました。勉強させて頂きます。
野上　泰造さん 松田さん卓話よろしくお願いします。
野上　泰造さん 家内にお花を頂きありがとうございました。
瀧川　嘉彦さん  先日長女が小学校で松田商店さんの見学にうかがい

ました。とても喜んでいました。ありがとうございます。
阪神タイガース応援団一同
 次年度ガバナー補佐松田さん来年度ごくろうさまです。

〔お誕生日お祝い〕
嶋　　忠弘さん　野上　泰造さん　谷口　文利さん
山本　進三さん　上中　崇司さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ８４，５４４円（計１０名　１５件）お誕生日お祝い  ６９３，０００円　皆出席  １９０，０００円　その他  ２，４８９，１０３円）  累計額  ３，３７２，１０３円 

おめでとうございます！

（和歌山東南Ｒ.Ｃ．）
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ガバナー補佐の役割について 次年度ガバナー補佐　松田　洪毅さん

卓　話

みなさんこんにちは。まず始めに今年度、後1
回の例会で終わりになりますが、私が担当させ
て頂きましたプログラム委員会の担当は今日で
終わりです。最後の締めくくりに何か豪勢なまた
谷口会長が今年度のテーマに掲げましたチャレ

ンジ・輝く未来に実現できるような卓話を考えておりましたが、頂き
ました予算が前回ですでに大きくオーバーをしてしまいました。で
すのでお詫びを兼ねて私が皆様方の貴重なお時間を頂くことにな
りました。お許しを頂きまして辛抱して頂き、つたないお話ではご
ざいますがお聞き下さい。

タイトルは「ガバナー補佐の役割について」と書かせて頂きま
したが、その前に今年度プログラム委員会のご報告をさせて頂き
ます。
委員には、糟谷さん、八幡さん、玉置さん、そして東急インの加
藤さんになって頂きましたが、また会を盛り上げるためにさらに西本
さんにも特別委員になって頂きました。加藤さんはみなさんご存知
の通り、東急インが撤退と言うことで昨年の12月で退会をされまし
た。東急インさんの総支配人は和歌山東急インが出来た時から我
がクラブに籍を置いて頂き、私たちも大いに利用させて頂きながら
歴代の支配人さんもロータリーで活躍をしてくれた所です。特に加
藤さんは2004年5月の入会ですから足掛け6年間ご活躍をして頂き
ました。ホテルマンとして最後の後始末、しんがりを無事終えられて、
少し今年の初め体調を崩されたと聞いておりましたが、今はすっか
り元気になられてこの4月に北海道の札幌東急インの総支配人とし
て赴任されたと聞いております。奥様と二人で楽しんでいる北海道
に来る時はぜひにと言っておりましたので、皆様方も北海道に行く
事があれば遠慮せずにご利用すれば良いと思います。利用するこ
とが、また加藤さんに対するロータリーでのお礼にもなると私は思
いますのでよろしくお願い申し上げます。

少し横道にそれましたが、プログラム委員会の外部卓話は昨年
7月30日、和島興産の島社長、島精機の奥様にお出でを頂き最
初の花を飾って頂きました。そして先週の卓話まで21回、今日で
22回目ですが、その内、外部卓話を20回それぞれの専門家でご
活躍をしている方にお願いをいたしました。また4月22日には山本
博之先生にもお出でを頂きました。「リタイアその後」のタイトルで
お話を頂きました。プログラム委員会と言いますのは年間22～ 23
回の卓話のご用意をしなくてはなりませんし、またその時々の時機
に合った人を毎回選んでくると言うのもなかなか大変でございまし
た。お世話になった委員、皆様に改めましてお礼を申し上げご報
告と致します。

さて本題の「ガバナー補佐の役割について」のお話でござい
ますが、私がガバナー補佐の指名を受けたのは昨年の6月頃だっ
たと思いますが、米田眞理子ガバナーエレクトより直接私の携帯
に何度も電話が入っておりました。私は登録の名前が出ない電話
は極力出ないようにしておりますので、放っておいたら今度は自宅
の方へ家内に受けてくれるように熱心にお話があったようです。家
内も根負けしてしまい、受けるように今度は家内からも説得されて
しまいました。私たちのクラブの村田さんはガバナー補佐を2回お
務めされておりますので、村田さんにそれとなく大変なのかどうか

聞いてみましたら、村田さんは村田流で「何てことないよ。心配す
るような事は何もない」と言ってくれた言葉を信じて受けることに致
しました。また、前窪パストガバナーにも再三受けるように言われ
ていました。そんなことで、お返事をしておいて「まあ、なんとか
なるか？」と思っていた矢先にガバナー補佐の研修日程表が送ら
れてきました。それを見るとこの5月9日に行われました次年度の為
のクラブ協議会まで約15回の出席要請であります。そして最初に
行ったのが10月頃だったと思いますが、堺の第一ホテルへ行きま
すと、パストガバナー三軒さん、成川さん、村上ガバナー、堺フェ
ニックスの皆さん、他クラブから研究リーダー 8名、そしてガバナー
補佐候補8名、この席で初めて今年からガバナー補佐はIM単位1
人ですと言われました。内心ギョッとしておりました。そしてその勉
強会のハードな事！10時に始まった勉強会、お昼を挟んで夕方5
時まで。1分も早まることなく定刻きっかりまで、そして懇親会。こん
な会議が多少の差はありましたが8～ 9回。参りました！　が、後
の祭りです。

今年度の米田眞理子ガバナーエレクトは、皆さんご存知の通り
日本では二人目の女性ガバナーです。関西から二人目の女性ガ
バナーの誕生です。
その米田さんは堺フェニックスロータリークラブに所属しておりま
す。堺フェニックスRCは27名の会員数であります。この少ない会
員でよくガバナーを受けたと感心したり、驚いている所です。
ですからクラブ員全員が応援しているような感じが致しました。
来年は和歌山北ロータリークラブの林寛吉さんです。北クラブとは
親子クラブですから相互の応援が必要かと思いますがまた後でお
話をさせて頂きます。

米田さんは、府立大手前高校を卒業され、大阪大学在学中に
結婚をされております。その後、ご主人は貸ビル業等の代表取締
役、米田さんは東湖（調剤薬局の経営）に携わり現代、その代表
取締役社長の現役でございます。

長女の山田真樹さんは歯科医として歯科医院を経営され、また
堺フェニックスRCに所属しております。アメリカのアナハイムでの
研修にはこの娘さんと二人で参加されていました。一月の壮行会
で発表がありましたので私も知るところです。

さて、ガバナー補佐の大事な役目は、指定された担当ロータリー
クラブの運営について　
ガバナーを援助する事／会員基盤を維持、増強する事／ガバ
ナーの要請や推奨事項方針に沿うようクラブに奨励する事／担当
クラブを毎月、または4半期（3カ月に一度）訪問し、クラブ会長等
と話し合う事／ガバナーの公式訪問中に行われる各クラブでの協
議会に出席する事…
等々まだまだありますが、こういう事を前提としてクラブと地区、

また国際ロータリーとのパイプ役として役割を果たして下さいと有
ります。

そこでまず、米田ガバナーエレクトの次年度の地区方針は、「今
を大事に行動し、ロータリーの未来を築こう」となっております。こ
の言葉の意味は、1908年にシカゴロータリークラブに入会したアー

サー・F・シュルドンさんが1911年のポーランド大会で話した中から
きたものだそうです。難しい所は省略しますが、「奉仕に徹する者
に最大の利益有り」広い意味において人生の成功は単なる幸運
や偶然のお陰によるものではなく、精神的や倫理的等の事を自然
体で受け止めて行動していけば成功を勝ち得ると言う事です。

このような事から、今この一瞬を大切に我利我執を忘れて行動
し、会員一人ひとりが少しでもロータリーの未来に向かって行動し
ながら進み、奉仕の理想をさらに近付くことを2010-2011年度の地
区方針といたしましたと言っております。
そして、例会を大切にして下さい。例会の場で分かち合いの心、
友愛の心を育み、自己研鑚に努めて下さい。その結果、生まれた
心が「入りて学び」であり、例会で学んだ事を（コミュニティー）社
会で「出でて奉仕」せよを行動実践して下さいと言っております。

また地区のキーワード「育もう、友愛の心」としております。これ
は村上ガバナーが「緑づくり」を提唱されました。このロータリーの
緑によって更に友愛の心を育み、会員が友愛の心を持ってロータ
リーの未来を目指し奉仕の理想を実践して下さいと言っております。

地区目標は、「ストップ・ザ・会員減少」を掲げています。
今から13年前1997年地区会員数が3,877人の最高の会員数で

した。それ以降より毎年減少しているとの事です。しかし今は2010
年3月末2,254名で、昨年より21名の増会員だったとの事です。
私は5月9日の地区協議会では、クラブ奉仕部門（会員増強・維

持）協議会プログラムに配属されていました。村上ガバナーがカウ
ンセラーとして私と並んで座らされました。当クラブからは岡野さ
んが出席をして頂いており、貴重なご意見をしておりましたのでご
報告をしておきます。村上ガバナーは会員減少傾向は底を打って
きた感じがすると言っておりました。1997年13年前当時の当クラブ
の会長は西本亨さん、会員数は94名でございました。ここらまで
が当クラブでの会員数の上限であったと思います。その後はご存
知の通りで現在は51名となっておりますが、会員増強問題はロー
タリーが続く限り永遠の課題であります。この協議会の増強・維持
委員会の委員長をして頂きました堺ロータリークラブの倉保雄さん
はご挨拶の中で、ロータリークラブも組織として会員の増強と拡大
を目的としていますが、しかし一般的には組織の拡大と道徳の水
準は反比例すると言っていました。その通りだと思います。そして
倉さんはロータリークラブがもし個人を無視したような増強を行って
いたなら100年以上も世界に拡大を続ける様な事はなかったと思
います。友情を基本にしてきたからではないでしょうかとおっしゃっ
ていました。まさにその通りと私も感じました。そして更に今年度
の米田眞理子ガバナーの提唱されているキーワード「育もう友愛
の心」はまさにその事をおっしゃっているのではと言っております。
また委員長は各クラブでの会員増強のあり方について協議をして
下さいといっております。
それでストップザ会員減少の為の1名の純増をお願いしておりま
す。
会員増強には3本の柱があると村上ガバナーが話しておりました

が、1つはクラブの拡大であります。2番目は会員の加入、3番目
は会員の維持であります。

そのクラブ拡大でありますが、ＩＭ3組すなわちこの和歌山市内
で10番目のクラブが立ち上がりました。少しご紹介をさせて頂きま
す。名称は和歌山サンライズロータリークラブです。特別代表にア
ゼリアロータリークラブの今期のガバナー補佐を担当しております
小門蔦子さんが就任されております。

創立は平成22年3月31日、ＲＩ加盟承認日は平成22年（2010年）
4月21日となっています。創立総会、認証状伝達式は行われました。
チャーターメンバーは23名で現在6月1日で25名になっていると聞
いています。通称モーニングクラブとも呼んでいると聞いています。
例会場はホテルアバローム紀ノ国5Ｆ、例会は毎週火曜日、朝7：
00～ 8：00までモーニング例会で、メーキャップ料1,000円、入会
金1万円、年会費10万円で（新しい形、これからのロータリーの先
駆け？）会長は中ロータリークラブに在籍しております豊澤洋太朗さ
んです。地区のクラブ拡大委員長をされておられます。

この地区目標の中で今までにない新しい委員会が出来ております。
名称は危機管理委員会です。ロータリーからの青少年やＧＳＥの

日本からの派遣やまた受入留学生等の安全管理についてしっかり
と委員会を作ってサポートして行こうとの事でございます。今年度
は委員長に平原パストガバナー、新世代の各部門委員長、女性
地区委員、各1名、ガバナー補佐1名、部外から2名、弁護士さん、
婦人科医を選任して7月1日より危機管理委員会を新メンバーで発
足する準備中でございます。任期は一年です。

地区委員会の運営について
各委員会をより効果的な運営をするために、委員の出席向上を
徹底するとの事です。ガバナー事務所経費を合理化して、地区委
員会予算の仕分けをする、今はやりの事業仕分けをして、参加費
等を低価格にしてクラブの負担を少なくするよう努力されると言って
おります。

ＩＭについても目標設定しております。今年度は私たちのクラブ
が9年ぶりに担当することになっております。すでに笹島さんとＩＭ
委員長にお願いして次期野上会長が詳細に計画を練っている所
でございます。期日は今年10月2日、場所は県民文化会館と聞い
ております。皆様方には来期の大事業でありますのでより一層のご
協力をお願い致します。

ＩＭのキーワードは「育もう！　友愛の心」と希望しておりますが、
ＩＭ担当のクラブで独自に考えて頂いても良いとの事でございます。

部門別会議は、「フレッシュ会員部門」「米山記念奨学部門」
「ロータリー財団部門」「情報規定部」の4つは必ず開催して下
さいと言っております。それ以上の開催は自由です。本会議の方
法についても各ＩＭで自由に決定して下さいと言っております。また
ＩＭ出席率の向上と途中退場者の対策にもロータリーらしいアイデ
アで工夫をしてほしいと言っております。

来年の地区大会は2010年11月6日、全日空ゲートタワーホテル
大阪で行います。11月7日堺市泉ケ丘のビッグ愛でとなっております。
地区ゴルフ大会は2010年10月18日（月）天野山GCで行います。
企画を工夫して友愛を育む懇親会を予定しているとの事ですので
みなさん奮ってご参加頂きお楽しみ下さいますようお願い申し上げ
ます。

以上で地区方針の大まかな所をお話させて頂きました。また新
年度が始まりますとクラブ協議会等で地区への要望なり、ガバナー
への伝達事項がございましたら何なりとお聞かせ頂いて、クラブ
ガバナーの風通しの良いパイプ役に徹していきたいと考えており
ますのでご利用頂きますようお願いを申しあげまして、拙い話では
ございましたがこの辺で終わらせて頂きます。ご静聴ありがとうご
ざいました！


