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和歌山東ロータリークラブ
創立／1959年2月23日

例会場／ルミエール華月殿　和歌山市屋形町2-10   TEL（073）424-9392　例会日  木曜日  12時30分
事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ   TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
会報・広報委員会　嶋   弘伸　笹島  良雄　角谷  芳伸　武田  慎介　上中  崇司（今週担当：角谷  芳伸）

●村上　有司　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 岸裏　廣澄 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Ｒ．Ｃ．　　１名　　和歌山南Ｒ．Ｃ．　１名
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ３名　　和歌山北Ｒ．Ｃ．　１名

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１２月２日（本　日） ３２名 ７６．２％
１１月１９日（メーキャップ後） ３８名 ９０．５％

本日の例会� 12月10日（木）

●卓話「マスコミがやってきた」
 毎日新聞社和歌山支局　支局長　嶋谷　泰典さん

●皆出席表彰
内畑　瑛造さん　１年皆出席　通算３７年
嶋　　忠弘さん　　　〃　　　通算３３年
中江　遵義さん　　　〃　　　通算２１年
笹島　良雄さん　　　〃　　　通算１１年

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
グローリア～真夜中のミサ曲（シャルパンティエ）
カンタータ第２０８番（Ｊ．Ｓ．バッハ）

●年次総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出」

村上有司ガバナー様、小門蔦子ガバナー補佐様、廣本喜亮地区副代表幹事様、西嶋聡地区幹事様本日は大
変ハードなスケジュールの中、お出で頂き大変有難う御座います。我々会員一同大いに歓迎致します。本日は、
ガバナー公式訪問を受けての和歌山北と和歌山東の合同例会で御座います。弁舌爽やかな初田会長の下、活
気あふれる北クラブさんと兄弟クラブとして、毎年こうして親しくさせて頂き本当に嬉しく思います。
申し遅れましたが、今期和歌山東ロータリークラブの会長をさせて頂いております谷口文利です。宜しくお願

い致します。
村上ガバナー様はこれまで殆どのクラブの訪問を終えられ、後数クラブを残すだけであると思います。大変ご苦労様で御座います。
私自身、何分にもロータリーの知識が乏しく、ガバナー公式訪問についてロータリー情報マニュアルで調べてみました。
ガバナー公式訪問の定義は、①重要なロータリーの問題に主眼を置き関心をもたせる。②弱体あるいは問題のあるクラブに特
別な関心を払う。③ロータリアンに意欲を起こさせ奉仕活動に参加させる。④地区内におけるロータリアン個人の卓越した業績
を表彰する。と説明されています。即ちガバナーが地区内の各クラブを訪問し、重要なロータリーの問題に焦点を当て、ロータリア
ンの意欲を高め、奉仕活動に参加させる、またクラブが直面する問題の解決や成果を得るために、クラブの指導者たちがガバナー
の指導を求める機会でもあると思います。後ほど村上ガバナー様よりお話を頂けますが、会長、幹事はこの例会の前に村上ガバ
ナーとの懇談会がありまして、種々ご指導をお受けしました。ご指導はこれからの活動の指針として行きたいと思います。会員の
皆様もガバナー様にご質問、ご指導をお受けされたい方がございましたらガバナーの席に尋ねて頂いてもよろしいかと思います。
最後になりましたが、村上ガバナーに於かれましては、ご健康には充分留意され、地区全クラブの公式訪問を無事終えられます

よう心から祈念申し上げます。

会 長 報 告 谷口　文利�会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
先週は、カンボジア・スナーダイクマエ孤児院を視察してきました。素朴で、素直で、明るい子供たちに会って

きました。私達の為に、特別豪華な食事を作ってくれたようですが、本当に質素なものでした。日本語の授業で
は、私達でもこたえられないような、難しい内容でしたが、子供たちは、一生懸命でした。詳しい内容は、改めて報
告致します。

こばと学園から１２月１２日（土）餅つき会の案内が届いております。午前１０時から、小雨決行とのことです。
また、１２月５日（土）午後１時半からは、ＪＲ和歌山駅前で、青少年健全育成の啓発活動として、救急絆創膏の配布を行います。
御協力をお願いします。
スナーダイクマエから、先日の水害の見舞金に対するお礼のメールが届いております。
併せて、１２月１３日（日）午前１０時２５分から５５分まで、よみうりテレビの「グッと！地急便」と云う番組に孤児院が紹介されるとの

ことです。

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

１１月３０日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　乾　敦雄、内畑　瑛造、堀井　孝一、八幡　建二

（敬称略）

次回の例会� １２月１7日（木）
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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
 

和歌山城南Ｒ．Ｃ． 12月10日（木） 卓話 （株）紀州レンジャーズ球団代表　木村　竹志さん
 

和歌山南Ｒ．Ｃ． 12月11日（金） 会員卓話
 

和歌山中Ｒ．Ｃ． 12月11日（金） 第２回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表 創立記念例会
4 4 4 4 4 4

和歌山北Ｒ．Ｃ． 12月14日（月） 第２回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
 

和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 12月14日（月） 卓話 「カラオケが上手くなる方法」 福本会員
 

和歌山Ｒ．Ｃ． 12月15日（火） 卓話　和歌山大学学長　山本　健慈さん
 

和歌山西Ｒ．Ｃ． 12月16日（水） モントリオール国際大会について　日通（株）大阪旅行支店山岸さん
 

和歌山東南Ｒ．Ｃ． 12月16日（水） 例会変更
 

第２回Ｉ．Ｄ．Ｍ．の班編成表を本日袋の中に入れています。
班長さん、副班長さんはよろしくお願いします。

クリスマス家族例会は１２月１９日（土）午後６時３０分よりアバローム紀の国にて行います。
 ご出席の程よろしくお願いします。

Ｒ情報規定委員会

親 睦 委 員 会

岡野　年秀�委員長

山本　進三�委員長

委 員 会 報 告

小門　蔦子さん 本日はよろしくお願いします。
（ガバナー補佐）
西嶋　聡さん ビジターフィーとして。
 （地区幹事）
初田　隆生さん、  東クラブ会長、幹事様、合同例会よろしくお願

い致します。

三毛理一朗さん  村上ガバナー先生の御来訪、心から歓迎申し上
げます。よろしく御指導下さい。

中村　靖男さん  村上有司ガバナーを迎えて、和歌山北Ｒ.Ｃ.と
の合同例会の盛会を祝して。

山東　勝彦さん  村上ガバナーをお迎えして。北・東合同例会、
お世話になります。

野井　　晋さん  東・北合同例会へガバナーようこそいらっしゃい
ました。

玉置　博康さん  村上ガバナーをお迎えして。
真野　賢司さん  村上ガバナー様、ようこそ！
名手　　功さん  ガバナーをお迎えしての合同例会よろしく。
八幡　建二さん  今日は楽しみにしています。
島　　公造さん  村上ガバナーをお迎えしての和歌山北Ｒ.Ｃ.と

の合同例会を祝して。
田原　久一さん  北クラブさん、今夜はよろしく。
古屋　光英さん  村上ガバナーようこそいらっしゃいました。

松田　洪毅さん  ガバナーをお迎えしての北クラブさんとの合同
例会バンザイ！

岡野　年秀さん  ガバナー公式訪問に感謝します。
山本　進三さん  村上ガバナーをお迎えして。
笹島　良雄さん  村上ガバナー殿他地区役員の方々、ようこそお

出で下さいました。
宮本　和佳さん  ガバナー訪問と合同例会を祝し！
堀岡　忠男さん  ガバナー公式訪問有難う御座います。
岸裏　廣澄さん  村上ガバナー様、地区役員の皆様本日はようこ

そお越し下さいました。
亀田　直紀さん  合同例会に際し。
角谷　芳伸さん  村上ガバナー本日は遠いところありがとうござい

ます。
糟谷　元春さん  合同例会を祝して。
樫畑　友洋さん  ガバナー公式訪問ありがとうございます。
上中　崇司さん  合同例会を祝して。
赤井　雅哉さん  合同例会を祝して。
乾　　敦雄さん  合同例会を祝して。
谷口　文利さん  ガバナーをお迎えして。
野上　泰造さん  村上ガバナーをお迎えして。
瀧川　嘉彦さん  村上ガバナー本日はありがとうございます。
阪神タイガース応援団一同
 北クラブさん、お世話になります。

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  １０６、３７６円（計３２名　３２件）（お誕生日お祝い  ２６３，０００円　皆出席  ５５，０００円　その他  １，２０８，６４８円）  累計額  １，５２６，６４８円 

青木　保誠さん
（和歌山北Ｒ．Ｃ．会長・幹事）
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❶． 公式訪問は、地区で唯一のＲＩの役員であり、地区管理者であるガバナーが、地区内クラブを訪問し、（イ）Ｒ
Ｉの現状と方針を伝えること、（ロ）今年度地区計画を説明し、又各クラブの問題点を検討することを目的とし
て行われます。私は、各クラブが日頃開催している例会場を直接訪ね、皆様方と意見交換をすることにしました。

❷． 「ＲＩの現状と方針」について。
　　 　ロータリークラブは、２００余の国又は地域に、３２０００を超えるクラブと１２０万人余の会員をもつ世界最大
の民間奉仕団体に成長しました。しかし、ここ数年会員の減少傾向に歯止めがかからず、又ロータリー組織
のあり方や活動方針をめぐる意見の違いなどから、「最近のロータリーは何かおかしい」との声をよく聞きます。

　　 　そんな中、ジョン・ケニーＲＩ会長は、今年１月サンディエゴ（米国）で開かれた“国際協議会”で、２００９
～２０１０年度のＲＩのテーマを「ＴＨＥ  ＦＵＴＵＲＥ  ＯＦ  ＲＯＴＡＲＹ  ＩＳ  ＩＮ  ＹＯＵＲ  ＨＡＮＤＳ（ロータリーの
未来は、あなたの手の中に）」とすると声高く宣言されました。ともすれば、「ＲＩ本部こそが、ロータリーの指揮・
命令の発進源である」との考えが強まっている中で、「ロータリーの未来をつくるのは、エバンストン（ロータ
リー本部）でなく、あなた方クラブである」との提言は格調の高いものです。リベラル派のケニー会長に期
待するところ大なるものがありますが、肥大化したＲＩ組織にあって、会長一人の掛け声で直ちに方向が変わる
ほど生易しい問題ではありません。各クラブあるいはロータリアン一人一人が、ケニー会長の声明を体得して、
この機会に「未来のロータリーをつくるのは自分達である」と自覚し、自主的にロータリー活動に参加するこ
とが大切であります。ロータリアン一人一人が、自らのクラブを光り輝く存在につくりあげれば、ロータリー全
体の社会的評価が上り、会員数も自然に増加すると思います。

　　 　ＲＩは、本年度の強調事項として、「水問題，保健・飢餓救済，識字率向上」をあげ、その実現に向かって
ＲＩ自身も対策を立てています。しかし、各クラブが立案し実行しようとしている、教育的プログラム・人道的
プログラムを側面から応援することにも力をつくします。いずれも多くの資金を必要としますが、これを支える
のが９２年の歴史を有する“ロータリー財団”であります。リーマンショックに端を発する世界不況の影響を受け、
ロータリー財団は大きく傷ついていますが、この不幸に打ち勝つ力は充分あります。今発表されている損失は、
「帳簿の評価替えにより計上された“未実現損失”で、倒産等の心配はない。景気が好転すれば回復する
ものだ」とＲＩは発表しています。御安心をいただき、スムーズなロータリー活動を実行するため一層の御協
力をお願いします。

　　 　この関係で、ポリオ撲滅について触れる必要があります。ロータリーでは１９８５年からポリオ撲滅運動を実

践し、大きな成果を上げてきましたが未だに完全撲滅に至っていません。果たして、それは可能かとの疑念
の声も聞かれますが、今これを中止することはこれ迄の運動を徒労に終わらせることになります。幸に、ポリ
オ撲滅に強い関心をもつ、“ゲイツ財団”が、「３億５５００万ドルをこの運動に使いたい」と申し出ています。
この申し入れには、「ロータリーも合計２億ドルを集めるよう」とのチャレンジがついています。色々の考え方
はあると思いますが、ゲイツ財団が多額の寄付金の提供を申し出ている今、これに呼応してポリオ撲滅に一
層の努力することも大切であると思います。２００７年の規定審議会で、「ポリオ撲滅は、ロータリーの最優先
目標とする」との決議がなされている以上、この目標に向かって努力することは、ロータリーの至上命題であ
るからです。

❸． 「地区の計画と方針」について。
　　 　ＲＩの方針を受けて、地区はこれを発展させると同時に、地域性を発揮して独特な計画を立てることになります。
　　 　当地区も会員減少に苦しんでいます。最大３７５０人を越えた会員が、本年６月末には２２３３人に迄減少しま
した。色々の理由はありますが、地区の存亡にも関わるこの事態を放置しておく訳にはいけません。当初、「純
増２名」を各クラブにお願いをしたのですが、余りの会員減に「純増３名」に目標を改めました。各クラブでは、
異常事態を認識いただき増強運動は盛り上がっていると聞き及んでいます。又１～３の新クラブ創設について
も、英知をもって実現したいものと考えます。いずれも、現下の経済状勢ではむつかしい作業ですが、未来
の地区又はクラブのためには、避けて通れない問題であり、大同団結して事に当たる必要があると思います。

　　 　前述の通り、ロータリー活動をスムーズに実行するためには、財政的裏付けが必要です。ロータリー財団
と米山奨学記念会への浄財寄付については、是非共御協力をお願いしなければなりません。ロータリー財
団へは一人当たり２００ドル、米山奨学会へは一人当たり２万円を目標に御寄付をお願いしています。皆様か
ら供出いただいた資金を上手に使い、弱い人・困っている人・助けを求めている人々に対し、少しでも善意
を届け、平和で楽しい社会つくりの一助になればと念じています。

　　 　今年度地区活動方針は「歴史に学び、変革と進歩を」です。又キーワードは「縁づくり」としました。ロータリー
クラブが、１００年を超える時代を生き抜いて、今尚発展を続けているのは、時代の流れを適確に捉えこれに
対応する柔軟性をもっていたからだと思いますが、それでも時代遅れと思われる点が目につき、“変革と進歩”
をしなければなりません。しかし、その一方で、ポール・ハリスが、創立に当たって願念した「胸襟を開い
て話し合える友達をつくりたい」の精神は、今のロータリーに引き継がれていることも忘れてはなりません。ロー
タリー活動を通じ、「縁づくり」の機会を見つけ、人生におけるかけがえのない友達を見つけて下さい。そ
のためには、毎週開かれる例会が、会員にとって“オアシス”となるよう楽しく充実したものにする必要があり
ます。アイデアを出して、時代に合った例会づくりに努めて下さい。

❹．皆様のクラブにとって、この一年間が記憶にも・記録にも残る一年であることを祈りながら、挨拶とします。

国際ロータリー第２６４０地区　ガバナー　村上　有司さん

 公式訪問に当たって
　ごあいさつ

村上　有司�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

12月2日（水） Ｐ．Ｍ６：３０〜
於  華月殿5F

村上ガバナーを囲んで
♪ 手に手つないで ♪


