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●夜間家族例会

●２００８－２００９年度　初例会

●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「奉仕の理想」

●ビジター紹介� 野上　泰造 親睦委員長
和歌山Ｒ．Ｃ． 山形　毅章さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． 川上　清毅さん

●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）

７月３日 ４３名 ９１．５％
６月１９日 ４４名 ９３．６％

前回の例会� 7月3日（木）

次回の例会� ７月17日（木）�Ｐ．Ｍ６：３０〜�於��和歌山東急イン

本日の例会� ７月10日（木）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ７月１０日（木） クラブフォーラム 「会長基本方針」
和歌山南Ｒ．Ｃ． ７月１１日（金） クラブフォーラム 「委員会事業活動計画」
和歌山中Ｒ．Ｃ． ７月１１日（金） 第１回クラブ協議会
和歌山北Ｒ．Ｃ． ７月１４日（月） 臨時総会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ７月１４日（月） 第２回クラブ協議会
和歌山Ｒ．Ｃ． ７月１５日（火） 各委員会及び特別委員会紹介
和歌山西Ｒ．Ｃ． ７月１６日（水） 活動方針・事業計画Ⅱ
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ７月１６日（水） クラブフォーラム 「会員増強」

に にこ こ 箱 ありがとうございました

●臨時総会
「２００７－２００８年度　決算報告」
「２００８－２００９年度　予算案審議」
●皆出席表彰
島　公造さん　１年皆出席　通算１８年
●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
夏は緑（服部　克久）
ミッドナイトブルー（服部　克久）

三毛理一朗さん  八幡内閣５０周年記念年度の栄光ある門出を祝し
ます。

楠本　　章さん  初例会を祝して。八幡会長、前田幹事さん一年
間頑張って下さい。

中村　靖男さん  八幡丸の出向おめでとう。５０周年記念に向かっ
て、八幡会長、前田幹事、理事役員の皆様１年
間御苦労様ですが、がんばって下さい。

藤田　昌宏さん  新年度に当たり、皆様のご健康と会長以下頑張
らないで頑張って下さい。

山東　勝彦さん  八幡丸のスタートを祝し、皆様のご活躍をお祈り
します。

内畑　瑛造さん 初例会と新会員赤井さんの入会を祝して。
野井　　晋さん  八幡会長はじめ役員の皆様方今期一年程良い

リードをお願いいたします。
  西本５０周年記念実行委員長はじめ委員の皆様宜

しくお願いいたします。
岡本　哲爾さん  新年度お目出度うございます。本年もよろしくお

願い申し上げます。
伊藤　裕通さん  八幡丸の出港おめでとうございます。新しい船で

馬力も強く古い船も引っ張って下さい。
岩橋　五郎さん  新役員の方々には私共例の後期高齢者はめざわ

りでしょが、邪魔にならないようにしますのでもう
暫くおいて下さい。

村田　昌之さん 八幡丸の船出を祝す。
西本　　亨さん ５０周年事業よろしくご声援下さい。
寺下　浩彰さん 八幡会長一年間頑張って下さい。
玉置　博康さん  県和商、テレビ和歌山、ヤサカモータースとの打

ち合わせ費用。
黒田　純一さん 八幡丸の船出を祝して。
真野　賢司さん 八幡丸の航海の無事を祈念して。
河本　清邦さん 八幡丸の船出を祝って。
中江　遵義さん 八幡会長はじめ新役員の皆様よろしくお願いします。
島　　公造さん 新年度スタート、新スタッフがんばって下さい。！！
松田　洪毅さん  初例会を祝して。八幡会長、前田幹事さん一年

間頑張って下さい。
古屋　光英さん 初例会を祝して。

岡野　年秀さん  八幡会長並びに役員の皆様方には一年間よろし
くお願いします。

野上　泰造さん  寺下さん、松田さんごくろう様でした。八幡さん、
前田さんよろしく！

谷口　文利さん  新会長、幹事、役員の皆様一年間宜しくお願い
します。

山本　進三さん 初例会を祝して。
宮本　和佳さん 新役員の皆様１年間ガンバッテ下さい。
山野　武彦さん  八幡会長様始め前田幹事様、役員の皆様方の

益々のご活躍を祈念致します。
豊田　英三さん  祝！初例会。５０周年がんばっていきます。八幡会

長はじめ皆様よろしくお願いします。
岸裏　廣澄さん 八幡新会長１年間よろしくお願いします。
亀田　直紀さん  八幡会長殿、前田幹事殿、一年間よろしくお願い

します。
加藤　裕司さん 八幡会長の船出、おめでとうございます。
嶋　　弘伸さん 初例会を祝して。
瀧川　嘉彦さん  初例会おめでとうございます。赤井様よろしくお願

い致します。
田中　完児さん  本年度は社会奉仕委員長をさせていただきます。

どうぞよろしくお願い致します。
糟谷　元春さん 初例会おめでとうございます。
土方　浩市さん また１年よろしくお願いします。
吉田　篤生さん  大役を頂きました。副幹事です。１年間宜しくお

願いします。
上中　崇司さん よろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同
 今年１年間よろしくお願いします。
八幡　建二さん 会員の皆様１年間ご協力よろしくお願いします。
中山　恒夫さん  八幡会長頑張って下さい。できるかぎりお手伝い

させて頂きます。
前田　成蔵さん  本年度１年間幹事をさせて頂きます。ご協力お願

いします。
樫畑　友洋さん  本年ＳＡＡをつとめます。どうかよろしくお願いい

たします。

 本日の累計  ２０４，５１０円（計４２名）（その他  ２０４，５１０円）  累計額  204，510円 
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八幡　建二 会長

前田　成蔵 幹事

　この度、第５０代和歌山東ロータリーの会長に就任させていただきました八幡でございます。創立５０周年とい
う大変大きな節目にこのような大役を仰せつかりその責任の重大さに身の引きしまる思いで一杯でございます。
　一昨年、１２月７日次々期会長として紹介いただいた時は、私は出張で欠席いたし申し訳ございませんでし
た。その時につぎの様なメッセージを託しました。

会員各位
　この度は次々期会長としてご推薦頂き身に余る光栄でございます。私に、この歴史ある東ロータリークラブの会長が勤まるの
かと不安でいっぱいでございます。
　しかし鑑みますに、私も東ロータリークラブに入会させていただき２０年になります。その間２０名の諸先輩方が、公私ともご多
忙にもかかわらず、会長職を勤めていただいたおかげで、この東ロータリークラブ及び私も、メンバーとしての今日があるのだ
と思います。
　又、当ロータリークラブのおかげで、かけがえの無い多くの先輩、親友にめぐり合う事が出来ました。その様な事を色々と考
える時、６０歳の今こそ、お世話になりっぱなしであった東ロータリークラブの為に、少しでもお返しができればという思いでいっ
ぱいでございます。
　未熟な私ではございますが、この東ロータリークラブの為、精一杯勤めさせていただきたく思いますので、宜しくお願い申し
上げます。
　その時の気持ちは今も変わっておりません。また今日から１年間全力でこの任務をまっとうさせていただきたく思いますので、
会員皆様のご支援、ご協力を心からお願い致します。

※夜間家族例会開催のご案内
　７月１７日（木）　Ｐ.Ｍ６：３０～
　於　和歌山東急イン　　会費　会員　無料　ご家族　5,000円
　皆様ご家族共々ご出席下さい。

※紀の川河川敷一斉清掃参加のお願いについて
　７月２７日（日）　午前８時～１０時
　於　和歌山市民スポーツ広場
　皆様奮ってご参加下さい。

※２６４０地区委員長会議のご案内
　クラブ雑誌・広報・ＩＴ委員長合同会議
　　７月１９日（土）　１３：３０～１７：００
　　於　うお健ビル３Ｆ

会 長 報 告

幹 事 報 告



地区社会奉仕委員会アドバイザー　笹島　良雄さん
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2. みんなに公平か

ロータリーの奉仕の最たる特
質は、一貫して、やるべきこと
は成し遂げるというロータリ
アンの固い志に表れていま
す。私たちは日々、何千、何万
という地域社会の中で、周囲
を見回し、どこで、どのような
形で人々を助けるのがベスト
かに思いを巡らせています。

私たちが行う支援活動はさまざまな状況に対応するも
のであり、その方法もまた多種多様です。クラブのレベ
ルでは、学校に本を寄贈したり、身体障害者の世話をし
たり、職業プログラムでボランティアをするなどの活動
があります。クラブ同士が協力し合えば、単一クラブで
は実現できないようなプロジェクトも可能になります。
さらには、ロータリー財団の支援の下に、世界中の全ク
ラブが一体となったとき、最も遠大かつ重要な目標で
ある「世界からのポリオの撲滅」に渾身の力で取り組む
ことさえ可能になりました。

奉仕プロジェクトを選ぶにあたって、私たちは最大の成
果が期待でき、後々まで恩恵が残されるものを実施す
るよう最善を尽くします。しかし、素晴らしい世界を後世
に残すためには、まず、最も若い世代に焦点を当てなけ
ればなりません。ですから、2008-09年度、私は世界中
のロータリアンの皆さんに地域社会の最も大切な資源
である「子供たち」に光を当てていただきたいのです。

健康を享受する機会は、すべての子供に与えられて当
然のものです。しかしながら、毎日、避けられるはずの
原因で命を落とす５歳未満の子供の数が３万人を超え
ているのが現状です。この数字を初めて知ったとき、私
は、そんな馬鹿な、何かの間違いに違いないと思ったも
のです。しかし、その数字に誤りはありませんでした。悲
しいかな、世界では毎日のように、肺炎やはしか、マラリ
アといった治療可能な病気で死んでいく子供たちが後
を絶たないのです。最も基本的な資源であるきれいな

水が手に入らないために死んでいく人々も一日に何千人とい
ます。栄養失調や貧困も、ほかの要因と絡み合って、多くの
人々の命を奪う主な原因となっています。

今後１年間の私の希望は、子供の死亡率の低下をクラブと
地区の奉仕プロジェクトの主要目標にしていただくことです。 

この思いから、私は2008-09年度のRIテーマを「夢をかた
ちに」としました。食糧と水、保健と就学、充実した人生を
送り、寿命をまっとうすること……、これは（今現在）多くの
子供たちにとって見果てぬ夢に過ぎません。2008-09年
度、このような子供たちとその家族のために、どうか「夢を
かたちに」してくださるようお願いいたします。そして、幸せ
と健康に恵まれた平和な世界を築くというロータリーの夢
に向かって、私とともに歩み、活動してください。

子供の死亡のほとんどは開発途上国で起きているため、こ
こに私たちは力を注がなければなりません。一方、それぞれ
のロータリークラブも地元地域の子供たちの安全と健康に
寄与することで、責任を果たすことができます。最も豊かな
国においてさえ、医療サービスを受けることのできない子供
たちがいます。火災警報器、自転車用ヘルメット、子供用安
全シートといった、ごく単純な器具がないために、毎日、子
供が死んでいるのです。そして、世界のあらゆる場所で、子
供たちはいまだポリオの脅威にさらされており、私たちが約
束どおりポリオのない世界を築くまで、その脅威から免れる
ことはありません。

私も人の親であればこそ、わが子や孫たちの存在がいかに
大切なものであるかが理解できます。私たちは子供をかわ
いがり、育て、全力をもって彼らの身を守ろうとします。ロー
タリアンである私たちは、さらに、地元地域のみならず、世
界中の子供たちをかわいがり、育て、守り抜く責任があると
私は信じております。 

ここ数年の間、RI会長は、同じ奉仕の強調事項を引き継い
で掲げ、毎年、保健と飢餓追放、水、識字率向上を主眼とす
るプロジェクトに力を注いできました。この決定にはしかる
べき理由があります。これらの強調事項は、ロータリーのリ

ソースを最大限に生かして、目に見える進歩が期待で
きる分野だからです。また、莫大なニーズをはらむこれ
らの分野でロータリアンが発揮できる力も十分にあり
ます。

この３つの強調事項を、私もまた引き継いでいく所存
です。その中で、私がロータリー家族全員にお願い申
し上げるのは、今ロータリー年度、子供たちの生活をよ
り良くするプロジェクトに焦点を当てるよう特別に努力
していただくことです。目標を達成するにあたり、３つ
の強調事項のそれぞれの分野は、相互に密接につなが
っています。水系感染の疾病で死亡する子供の数は１
日あたり6,000人です。安全な水があれば、この数字
を直ちに、しかも劇的に減らすことができるのです。栄
養が十分であれば、子供は健全な発育を遂げ、病気へ
の抵抗力も増します。そして、読み書きの能力を備え
た子供は、将来、自らが家庭を築くようになったとき、
豊かな環境の中で健全な育児を営むことができる確
率が高まるでしょう。

ロータリーは、まさに地球規模のボランティアたちの
ネットワークです。ですから、世界中のクラブが協力し
合い、私たちがもてる技能と資材のすべてを結集させ
るなら、絶妙なタイミングで、ここぞという場所に、こ
れぞという援助を提供することができるのです。私た
ちが一丸となったとき、子供の死亡率を低下させると
いう果敢な目標さえ取り組みが可能になります。これ
が類いまれな私たちの組織の資質です。私たちがあら
ん限りのリソースを生かし、各クラブとロータリー財団
のリソースをも駆使するなら、真の意味で変化をもた
らし、世界の子供たちのために「夢をかたちに」するこ
とができるでしょう。

李東建
2008-09年度国際ロータリー会長

　クラブ財団委員長会議
　　７月２０日（日）　１３：３０～１６：３０
　　於　うお健ビル４Ｆ
　クラブ社会奉仕委員長会議
　　７月２６日（土）　１３：３０～１６：３０
　　於　うお健ビル４Ｆ
　委員長の皆様のご出席をお願い致します。

※地区委員長会議開催にあたってのガバナーよりのお知らせ
　会議当日の午前９時の時点で、大阪南部及び和歌山県全域（地区内）において大雨、洪水、暴風のいずれかの警報が
発令されている場合は、全てを中止、順延と致します。　注意報は予定通り開催します。

※例会場変更のご案内
　和歌山中ロータリークラブ（７／４より）
　県民文化会館「フロラリア」→　三木町レストラン「デューン」
　和歌山市三木町堀詰30　℡ 073-433-7716
　例会時間　午後７時～８時（変更なし）

※（財）和歌山青年会議所より７月度例会のお知らせ
　７月１０日（木）　１９時～２１時　於　和歌山ビッグ愛１Ｆ大ホール
　講演テーマ「やっぱり、やめてみるか。たばこ」
　講師　　県健康づくり推進課健康づくり支援班　関本　愉香子氏

RI会長テーマ

　この度はこの伝統のある和歌山東ロータリークラブに入会させて

いただきありがとうございます。農協会館で「銀杏」という和食店を
経営しており、飲食店ということで以前よりお誘いいただいておりま
したが、この度「長谷川冷機」本体の社長に就任したということで、
職業分類は工事の方で申請させていただきました。
　ゴルフも去年から始めたばかりで今は必死に練習中でありますの

で、できるだけ優しく教えていただきながらやっていきたいなと思っ
ております。
　よろしくお願いいたします。

■�2007〜2008年度ガバナー特別賞�受賞

■�新旧会長幹事バッチ交換■�乾杯

■�委嘱状伝達
眞野　賢司さん

■�米山奨学生カウンセラー委嘱状伝達

新会員紹介� 赤井　雅哉さん

メーキャップ
状　況

６月３０日（月）
和歌山北Ｒ.Ｃ.　 角谷　芳伸、田中　完児、

中江　遵義、堀井　孝一、
真野　賢司、山本　進三
 以上


