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国際ロータリー第２６４０地区ガバナー 平原 祥彰 

姉妹ｸﾗﾌﾞ 
 東済州ＲＣ 
友好ｸﾗﾌﾞ 
 水戸東ＲＣ 

前回例会報告    11111111１１１１１１１１        月月月月月月月月 1111111155555555 日日日日日日日日（（（（（（（（木木木木木木木木）））））））） 

出席報告（会員総数 4７名 免除 6 名） 

 出席会員：32 名      出席率：74％ 

 10 月 29 日(月)Makeup 後の出席率：77％ 
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和歌山北ロータリークラブ 週 報  

22000077--22000088年年度度ククララブブテテーーママ身の丈にあったロータリー活動 
  

平原祥彰ガバナー公式訪問 （合同家族例会） 

 

  
次回 例 会    11111111２２２２２２２２    月月月月月月月月        ３３３３３３３３日日日日日日日日（（（（（（（（月月月月月月月月））））））））  

 年年次次総総会会  

    「次々年度会長・次年度副会長・ 

      次年度理事選出」 

 

 

２２００００７７－－２２００００８８年年度度  国国際際ロローータタリリーーテテーーママ  

  

ロータリーは 

                    分かちあいの心 

 
                           

国国際際ロローータタリリーー会会長長    ウウィィルルフフリリッッドドＪＪ..ウウィィルルキキンンソソンン  

11 月 ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 

１㌦＝１１６円 

 

皆さん今晩は。 

平原祥彰ガバナー、岩橋重文ガバナー

補佐、楠見雅信地区副代表幹事、 

お忙しい中御来訪ありがとうござい 

ます。又、会員の皆様方、御家族の 

皆様方に於かれましても、お忙しい中、

御出席ありがとうございます。 

本日の会場設営から式次第に至るまで、全て、東クラブさんが、段取

りして下さいました。寺下会長、松田幹事、岸裏 SAA、お世話頂きまし

た会員の皆さんありがとうございました。 

今宵の合同例会は、東クラブさんと北クラブの親睦を深める貴重な機

会です。両クラブの親睦を、より一層深めて頂きたく思います。 

本日、今期の米山奨学生である、周升干君にも出席して貰っています。

東クラブの皆さん宜しくお願いしておきます。 

先刻、ガバナー、ガバナー補佐、地区副代表幹事と会長、幹事との懇

談会が開催され、その中でロータリーについて、色々ご指導賜りました。

この後の懇親会では、会員の皆様方で、ロータリーに付いて、何か御質

問のある方は、折角の機会ですので、是非質問していただけたらと思い

ます。現状に即した、明解な回答が頂けるものと思います。 

最後になりましたが、東クラブさんの我々北クラブへの変わることな

い、ご指導、御鞭撻をお願い致しまして挨拶とさせて頂きます。 

ありがとうございました。 

 

◇開会点鐘                1２ : 30 

◇Ｒソング ： 「我等の生業」 

           ソング委員長：新井勝一君  

◇ご来客紹介   親睦活動委員会 

◇出席報告     出席委員長  ：龍田 潤三君  

◇会長・幹事・ＳＡＡ・委員会報告 
 

◇卓話「映像を通して見た中国における 

      日本人イメージの変遷」 

   早稲田大学非常勤講師 劉 文 兵 先生 

◇閉会点鐘                  13：30 

      プ ロ グ ラ ム 

幹事報告                   （（西西本本  直直人人君君））  

  

❖ＲＩ日本事務局より、坂口会長に、財団寄付による、ベネファクターの

認証状と認証ピンが届きました。慣例により、表彰は、４月の創立記念

例会で行います。 １１月は、「Ｒ財団月間」です。ＲＩが推奨する 

「毎年あなたも１００㌦を」へのご協力をお願いします。 

❖少年野球「第１３回和歌山北ＲＣ杯争奪大会」開催：１１月 23・25 日 

❖ＩＭ第４組「市民公開講座」への参加お願いの案内を頂いております。 

  １１月１７日(土)13：40～橋本市東部コミュニティーセンター 

    ～水をテーマに紀ノ川流域の過去、現在、未来を考える～ 

❖第 99回国際大会参加募集案内：早期第 1 回目の締切日 12月 15日 

❖第 2回推薦委員会開催案内：１１月２６日(月)11：30～華月殿 4Ｆ 

 

ビジター報告    （（南南    寛寛君君））  

 
有田南ＲＣ  １名  和歌山ＲＣ   ５名 

和歌山南ＲＣ ２名  和歌山東南ＲＣ ４名 

和歌山中ＲＣ １名  和歌山城南ＲＣ １名 

＊１１／１２(月)サイン受付   合計 １４名 



 

四四つつののテテスストト    言言行行ははここれれにに照照ららししててかからら  ①① 真真 実実 かか   どど うう かか         ③③ 好好 意意 とと 友友 情情 をを 深深 めめ るる かか                     

②② みみ んん なな にに 公公 平平 かか       ④④ みみ んん なな のの たた めめ にに なな るる かか   どど うう かか   

☆☆☆ 森林資源保護のため再生紙を使用しています。☆☆☆ 

ニコニコ箱報告 寺下史朗副ＳＡＡ 

 

 

 

② 識字の問題：世界中に非識字者８億～11億人で、4分の３が

アジア、その３分の２が婦人。識字率向上への支援を実施。 

③ 飢餓の問題：食物の種や苗木、栽培技術や道具を提供する事 

により、自分達で自分達の食糧問題を解決する手助けをする。 

④ 家族の問題：全ての人の未来は青少年にかかっている。社会 

   奉仕活動の 75％は青少年の為のプログラムです。来年５月に 

開催のライラに参加して、若い人達と一緒に過ごして下さい。 

地地区区のの運運営営方方針針：：  

➀ ロータリーを楽しもう。身の丈に合ったロータリー活動をし 

て、沢山の地域の人々に喜んでもらおう。 

② 地区大会を成功させよう：２００８年４月 12日・１３日  

ＲＩ会長代理：ビチャイ ラタクル氏 (02-03 年度ＲＩ会長) 

③ 世界大会への参加：各クラブから少なくとも会長、幹事、会 

   長エレクトは、ご夫婦で是非ご参加下さい。 

ＣＣＬＬＰＰににつついいてて：：  

ＲＩが５年間も世界中で実験して、クラブを活性化するには 

これが一番と検証を得たプランですので、アイデアとしては、一 

考の価値はありますが、強制ではありません。自分達のクラブで 

よく相談して、自分達のクラブに合ったプランを導入して下さ 

い。ＣＬＰは、クラブ向上の一手段です。 

私は、ＣＬＰよりＤＬＰが大事だと思います。地区が新しい体

制に合うような組織を構築しなければいけない。ガバナー補佐制

度を導入してそれで終わりではありません。公式訪問終了後は、

ガバナー補佐が中心になって、各クラブからの具体的なテーマに

ついて、地区が直接支援するということが大事です。地区委員会

も、ガバナーも、パストガバナーも、クラブの支援のために知恵

を絞る。それが地区の仕事であると考えます。 

 

皆さんこんばんは。 

只今ご紹介いただきました平原祥彰

であります。粉河ＲＣ所属です。 

私は皆さんにお目にかかるのを大変

楽しみにして、この会場に来させて

いただきました。日頃から熱心にロ

ータリー活動に取り組んでいる両ク

ラブでございます。今後益々ロータ

リーを楽しみながら、大勢の人に喜んで頂けるような良いことを

沢山して頂きたいと思います。 

私は思いがけずガバナーになりました。ガバナーとして皆さん

にお願いしなければいけないことがあります。今日はご家族の方

もお見えでございますので、少し内容を変えて、楽しく分かりや

すくということに努力してお話させて頂きたいと思います。 

 ウイルキンソンさんというＲＩ会長は、本年度テーマとして 

～Rotary Shares～と掲げられました。ロータリーを分かちあ

おう「ロータリーは分かちあいの心」と日本語に訳されています。 

 我々は何を分かちあうのか。 

例えば、1985年 約20 年前、当時地球上に、50万人という

ポリオの症例がございました。我々は「この地球上からポリオを

無くそうではないか」と壮大なプロジェクトを立ち上げました。

2005年にロータリーは 100 年目の年になりますので、その時

までに地球上からポリオを撲滅しょうと、非常に熱心にこれに取

り組みました。約 1,000 万人のロータリアンとその家族が、こ

のポリオワクチン投与プロジェクトに参加しました。しかし、現

在 4 カ国で、444 の症例が残っていると報告されています。つ

まり、2005年までに撲滅することは出来なかった。今後、抑制

という形でゆくか、撲滅という形でゆくか議論が別れていました

が、我々はあくまでも撲滅という方針で頑張ろう。新しいプロジ

ェクトはこのポリオ撲滅を達成してから取り掛かろうと、不退転

の決意で取り組んでいます。 

我々の持っている能力、経験、時間、お金を、支援を待ってい

る人達に分け与えよう、優しい心と一緒にお届けして、皆さんが

健康に過ごせるようなお手伝いをしよう。そういう分かちあいを

しようということでございます。このＲＩのテーマの下、只今 

１２０万人のロータリアンが世界中で活動しています。 

ＲＲＩＩ会会長長４４つつのの強強調調事事項項：：  

➀ 水保全の問題：世界では１０億を超える人達が飲料水に困っ 

   ている。１日6,000人の人が感染症等の病で亡くなっている。 

昨年度の地区のＷＣＳ事業視察に行って参りました。 

インドネシアのバリ島北部地域の水不足を解消するためのコ 

ンクリート製水槽を贈呈。村上有司ガバナーノミニーが、ロ 

ータリーの友９月号に、報告してくれています。ご一読下さい。 

「新緑の 日本を発ちて ５万キロ 水なき罵詈

ば り

に 水槽贈らん」 

〇北ＲＣ会員の皆様宜しくお願い致します。 

               和歌山東ＲＣ会長 寺下浩彰氏 

○合同例会北ｸﾗﾌﾞの皆さんにお目に掛かれて。和東：伊藤裕通氏 

○週報ファイル、ご注文いただきまして。 和東：三毛理一朗氏            

○平原ガバナー、岩橋ガバナー補佐、楠見副代表幹事ご出席あり

がとうございます。  坂口導功君 西本直人君 寺下史朗君 

○本日ご家族ご出席有難うございます。坂口導功君 西本直人君 

○ガバナー公式訪問、合同家族例会ご参加ありがとうございます。 

               篠木  豊君 親睦活動委員会 

○同郷の平原ガバナーを迎えて。         田中 弘君 

○ガバナー公式訪問を歓迎します。  岡田将生君 和関義和君 

岩内寛之君 鈴木寛君 田島耕司君 井関力太郎君 林寛吉君 

 白杉武志君 嶋義樹君 笠野義二君 初田隆生君 南條信介君 

      青木保誠君 森本芳宣君 金谷晴夫君 中島延明君 

渡辺勝年君 龍田潤三君 新井勝一君 

○19年度納税表彰式にて、税務署長表彰を受けました。 

                        川上清毅君 
 

～ありがとうございました～ 

 ２００７－２００８年度 国際ロータリー第２６４０地区  

平平原原祥祥彰彰ガガババナナーーアアドドレレスス   ––要要旨旨--  


