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プログラム 

第１部 １月２９日（日）午前  

11：30～12：30  登録受付 

12：00～13：00  事前会議（部門別会議） 

          ロータリー財団委員長会議 

          米山記念奨学委員長会議 

          フレッシュ会員の集い（１年～５年）・職業奉仕委員長会議 

第２部 1月２９日（日）午後 

12：00～12：30  登録受付 

12：30～13：10  歓迎  管弦楽演奏  那智中学校生徒 

13：15～13：40  開会式          ＩＭ ,Ｓ .Ａ .Ａ  濵  修一 

開会宣言         ＩＭ実行委員長  大桑 啓文 

開会点鐘         ホストクラブ会長  武内 宗隆 

君が代・奉仕の理想    ソングリーダー  関  制洋 

歓迎の言葉        ホストクラブ会長  武内 宗隆 

ガバナー挨拶       ガバナー     平尾 寧章 

ゼネラルリーダー挨拶   ゼネラルリーダー  前窪 貫志 

祝  辞         那智勝浦町長   中村詔二郎 

来賓等紹介        ゼネラルリーダー  前窪 貫志 

地区委員長等紹介     ＩＭ ,Ｓ .Ａ .Ａ  濵  修一 

参加クラブ出席報告    登録委員長    田辺 毅一 

13：50～15：10  講演  環境問題〔川〕 

         講師の紹介 

         基調講演   テレビ朝日ニュース解説員   山本 健治 

15：15～17：05  パネルディスカッション 

         パネルリーダー      那智勝浦 R.C   玉置 泰作 

         アドバイザー       和歌山県河川課長  仲村  学 

         パネリスト        田辺 R.C     広井 永吉 

           〃          田辺東 R.C    武田 静也 

           〃          田辺はまゆう R.C 和佐 昌彦 
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                      白浜 R.C     南  勝弥 

串本 R.C     矢倉甚兵衛 

新宮 R.C     見臺 洋一 

那智勝浦 RC   森岡 一朗 

17：10～17：35  閉会式 

         ガバナー挨拶       ガバナー     平尾 寧章 

         総評と挨拶        ゼネラルリーダー  前窪 貫志 

         次回ＩＭホストクラブ紹介 那智勝浦 RC会長 武内 宗隆 

         次回ホストクラブ会長挨拶 新宮 R.C会長   横手 章郎 

         閉会の言葉        ＩＭ実行副委員長 坂野 洋南 

         手に手つないで      ソングリーダー  関  制洋 

         閉会点鐘         那智勝浦 RC会長 武内 宗隆 

 

 

参加 ガバナー、 パストガバナー、 地区委員 

ガ バ ナ ー          平尾 寧章 （海南東Ｒ.Ｃ） 

パストガバナー・ゼネラルリーダー 前窪 貫志 （和歌山南Ｒ.Ｃ） 

  〃    ・職業奉仕部門カウンセラー 水田 博史 （岸和田Ｒ.Ｃ） 

ガバナーエレクト         三軒 久義 （河内長野Ｒ.Ｃ） 

１組ガバナー補佐         小倉 貞三 （田辺東Ｒ.Ｃ） 

 〃   〃           見臺 洋一 （新宮Ｒ.Ｃ） 

米山奨学事業委員長        神谷 尚孝 （和歌山東南Ｒ.Ｃ） 

 〃   〃委員         松下 光春 （泉南Ｒ.Ｃ） 

ロータリー財団奨学金委員長    岩本 行弘 （富田林南Ｒ.Ｃ） 

 〃   〃 研究グループ交換等委員長    坂本 順一 （和歌山Ｒ.Ｃ） 

職業奉仕委員長          桃田 隆彦 （和泉Ｒ.Ｃ） 

  〃 副委員長         角谷 浩二 （泉南Ｒ.Ｃ） 

  〃 委員           松生  満 （忠岡Ｒ.Ｃ） 

〃 〃            丸山 信仁 （御坊Ｒ.Ｃ） 
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開会宣言 

那智勝浦Ｒ.Ｃ ＩＭ実行委員長 大桑 啓文 

只今より２００５から２００６年

度、国際ロータリー第２６４０地区

第１組インターシティミーティング

を開会します。 

 

 

 

 

 

歓迎の言葉 

那智勝浦Ｒ.Ｃ会長 武内 宗隆 

今回のＩＭでは、ロータリークラ

ブの活動の一環として、河川の美化

活動など各地域の日頃の活動状況

を発表していただく事と、私たちの

生命の源と言われる「川」の大切さ、

そして、災害対策、環境対策を重点

とした河川整備についての諸々を

県河川課担当課長にご出席を賜り、参加者一同にとって有意義な研究大会に致し

たいと存じます。充分な準備をして参ったつもりですが、何かと不行届きの点多々

あろうかと存じますが、「好意と友情」に照らしお許しを頂きますよう宜しくお

願い申し上げます。 

 

 

ガバナー挨拶 

ＲＩ第２６４０地区ガバナー 平尾 寧章 

こんにちは。良い天気でもったいないですけれども、前窪ゼネラルリーダーは

じめ地区委員会の皆様は昨日より来て下さいまして色々打合せをして下さいまし        
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た。日本の中でも一番温暖な黒潮の

流れる南紀、何か心が清々しくなっ

てくるような所でございます。世界

遺産の紀伊半島の山地より幾つかの

川が海に注いでいます。本日は川を

テーマとして、山本健治先生のお話

を聞き、それから各クラブのパネラ

ーの方のお話を聞き勉強させて頂きます。又ＲＩ会長ステンハマーさんは水を第  

一の重要な問題として取り上げておられます。水の大切さを知ると共に、本日は

ＩＭ１組の皆さんの親睦を深めて頂けますよう宜しくお願い致します。ありがと

うございました。 

 

 

ゼネラルリーダー挨拶  

パストガバナー・ゼネラルリーダー 前窪 貫志 

皆さん、こんにちは。ガバナー在任

中は色々とお世話になりまして有難う

ございました。その節以来新宮へは幾

度となく通わせて頂き、色々ご迷惑を

かけました。ありがとうございました。

本日は基調講演をして下さる山本健治

先生やご来賓の那智勝浦町長のお話を

お聞きし、一日有意義に過ごして頂ければと思います。本日は本当にご苦労さん

でございますが、最後までよろしくお願い致したいと思います。有難うございま

した。 

 

 

祝辞 

那智勝浦町長 中村 詔二郎 様                  

只今ご紹介に預かりました那智勝浦町長中村でございます。このたび田辺から新
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宮までの７クラブによるＩＭとい

うことで、多数のロータリアンの皆

さん、ご来賓の皆さんが集われまし

て一日有意義な会議をもたれると

いうことで大変慶賀の至りでござ

います。又山本先生のご講演もある

ようでございまして、出来ましたな

ら今日一日ロータリアンになりた

いと、そんな気持を致して居ります。皆さんご存知の通り一昨年紀伊山地の霊場と

参詣道が世界遺産に登録されました。本町におきましても例えば那智の滝であると

か或いは那智山青岸渡寺、熊野那智大社、その他大門坂等々世界遺産に登録された

自然的景観或いは歴史的遺物が沢山ございます。只今のガバナーのお話によります

と、昨日以来お見えの上尚本日もお泊りの方も多いかと思います。豊富な温泉とお

いしい新鮮な魚介を充分に楽しんで頂き、又明日は世界遺産の数々を散策ご観覧頂

ければこれに越したことはございません。皆さんの日程を拝見致しますと、種々な

分科会等非常にハードと思われ、ＩＭに対してかける期待の大きさ、意気込みが見

てとれるようでございます。当町におけるＩＭが大変実り多いものになりますよう

心から祈念申し上げる次第でございます。多数のロータリアンがお集まりになり、

那智勝浦町で会議をもたれるということは大変名誉なことであり、町民を代表致し

まして心から感謝を申し上げますとともに、存分な活躍をお願いしたいと思います。 

 

 

参加クラブ出席報告 

登録委員長 那智勝浦Ｒ.Ｃ 田辺 毅一 

田辺 R.C、 田辺東 R.C 、田辺はまゆう R.C、 白浜 R.C、 串本 R.C、     

新宮 R.C、 那智勝浦 R.C、 I.M１組 会員総数２８０名、  出席１４６名、

出席率５２.１４％ 
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基調講演 「川は生命の源である」 

講師 テレビ朝日ニュース解説員 山本 健治 様 

（講師プロフィール） ヤマケンの愛称で人気のコメンテーター 

１９４３年 大阪府生まれ。１９６６年立命館大学法学部卒業 

１９７５年 高槻市会議員に当選 ２期８年を務める。 

１９８３年 大阪府会議員に当選 １期４年を務める。 

現在フリーライター、ニュースコメンテーターとして活躍中。 

「ホーキとヤルキ～掃除にドラマあ

り～」ほか著書多数。「川」「環境」

等について非常に興味深い講演でござ

いました。改めてお聴きしたい方は当

クラブまでお申出下さい。テープをお

貸しします。 

 

 

 

パネルディスカッション   環境問題   川 

パネルリーダー   那智勝浦Ｒ.Ｃ    玉置 泰作 

アドバイザー    県河川課課長    仲村  学 

パネリスト     田辺Ｒ .Ｃ      広井 永吉 

  〃       田辺東Ｒ.Ｃ     武田 静也 

  〃       田辺はまゆうＲ.Ｃ  和佐 昌彦 

  〃       白浜Ｒ .Ｃ      南  勝弥 

  〃       串本Ｒ .Ｃ      矢倉甚兵衛 

  〃       新宮Ｒ .Ｃ      見臺 洋一 

  〃       那智勝浦Ｒ.Ｃ    森岡 一朗 

各パネリストの皆さん大変勉強されていて熱の入ったディスカッションとなって

います。改めてお聴きしたい方は、当クラブまでお申出下さい。テープをお貸しし

ます。 
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事前会議 

１． ロータリー財団委員長会議 

出席者  財団奨学金委員長        岩本 行弘（富田林南） 

財団研究グループ交換等委員長  坂本 順一（和歌山） 

各クラブロータリー財団委員長   

                     白井  浩（田辺） 

                     谷峯 正美（田辺東） 

                     南  憲男（田辺はまゆう） 

                     野村  慎（白浜） 

                     尾崎 榮作（串本） 

                     永田 哲也（新宮） 

                     森岡 一朗（那智勝浦） 

 

２． 米山記念奨学委員長会議 

出席者  米山奨学事業委員長       神谷 尚孝（和歌山南） 

        〃  委員        松下 光春（泉南） 

     各クラブ米山奨学会委員長    三谷 昌平（田辺） 

                     畑下  誠（田辺東） 

                     原田 武俊（田辺はまゆう） 

                     久保木 弘（白浜） 

                     堀本 京子（串本） 

                     尾崎 光春（新宮） 

                     濵  修一（那智勝浦） 

 

３． フレッシュ会員の集い（１年～５年）・ 職業奉仕委員長会議 

平尾 寧章ガバナー 

水田 博史パストガバナー 

出席者  職業奉仕委員長         桃田 隆彦（和泉） 

      〃 副委員長         角谷 浩二（泉南） 

      〃 委員           松生  満（忠岡） 
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      〃 委員           丸山 信仁（御坊） 

     青少年ライラ委員長       阪井 祥博（堺泉ヶ丘） 

     各クラブ職業奉仕委員長     新井 康司（田辺） 

                     坂本 正人（田辺東） 

                     菊池 正紀（田辺はまゆう） 

                     橋本 恵治（白浜） 

                     小寺 孝佳（串本） 

                     尾崎 幸雄（新宮） 

                     庵野 了嗣（那智勝浦） 

     他入会５年未満会員 ４０ 名 

 

 

閉会式 

ガバナー挨拶 ガバナー平尾寧章 

 山本健治先生の心あらわれるお話、感動致しました。又、パネラーの皆様の故郷

の川を愛する心、本当に良かったです。今度Ｇ.Ｓ.Ｅでアメリカへ４名行きます。

うさぎ追しかの山・・・、“君が代とこの故郷を覚えて行け”とオリエンテーショ

ンで申しました。私はこれで終わりでありますが、昨日三軒エレクトさんの壮行会

を地区でやりました。２月１５日からサンディエゴへ参ります。意欲満々でござい

ます。一言ご挨拶をして頂きます。 

 

 

三軒久義ガバナーエレクト挨拶 

 ガバナーエレクトの三軒でございます。急に飛び入りで申し訳ございません。ま

だ国際協議会へ行っておりませんので、ガバナーになる資格はまだないんでござい

ますが、エレクトとして皆さん方にご挨拶を申し上げたいと思います。本日は大変

素晴らしいＩＭをして頂きました。この紀南の皆さん方には本当に素晴らしい川に

恵まれていると思います。私は河内長野で大和川上流のいし川という川を時々掃除

したりしています。比較的大阪では恵まれた方でございますが、大阪の連中は非常

に汚い水を飲んで、汚い川で暮らしております。今日のパネラーの皆さん方のお話
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を聞いて本当に羨ましいと思うと共に、素晴らしい川に感謝して頂きたいと思って

います。又このＩＭを大阪の会員の皆さんに聞いて頂きたいような素晴らしいお話

ばかりだったと思っております。次年度アメリカに行って勉強して、こういう事を

基礎にしてロータリーの皆さんのこういう活動を世界の皆さん方とお話できれば

今日のＩＭに出席した事は大変役に立つだろうと思っております。どうも本当に有

難うございました。 

 

 

前窪貫志ゼネラルリーダー総評と挨拶 

 今日は事前会議から始まりまして本当に熱心にやって頂き一つの糧になったの

ではと思います。山本さんのお話も、体験を基としているので訴えるものがあり非

常に解り易く“やっぱり体験は強いなあ”と感じました。ロータリアンの皆さん話

すのは上手なんですけど行う方はちょっと苦手ということの無いように、これを手

本として頂ければと思います。それからパネルディスカッション、もっと続けてい

ただいて良かったかなあと思います。当地区は大和川以南で、大阪ではこの大和川

だけです。和歌山に入りますと紀ノ川、有田川、日高川が御坊まであり、後は五つ

程の河川がこの１組にあると聞いております。ＲＩが本年度も昨年から続いて“水”

という問題を取り上げております。地球規模で云いますと１０億人は良い水を飲め

ていないというお話も聞いておりますし、非常にタイムリーにとんだ話題をとって

頂きましたなあということでございます。これも参考に今後のロータリー活動の一

つの糧にしていただければと考えます。後はこういう企画をされた那智勝浦Ｒ.Ｃ

の会長の武内さん、実行委員長の大桑さん、那智勝浦Ｒ.Ｃに皆さんを代表して感

謝したいと思います。本当に本日は有難うございました。 

 

 

次回ホストクラブ  横手章郎新宮ロータリークラブ会長挨拶 

 皆さん、こんにちは。新宮ロータリーの横手でございます。本日のＩＭ、企画、

構成、すべて見事でございました。改めて勝浦さんに敬意を表したいと思います。

来年度は新宮がお受けします。まだテーマとか日にちは決まってませんが、ガバナ

ーさんに色々と教えてもらいながら、新宮らしいＩＭにしたいと思っております。
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また、次年度会長の大江さんも非常に張り切ってまして、絶対成功さすと今からて

ぐすねを引いているようなことでございます。どうか来年は新宮まで皆さんロータ

リアンが大勢お越し下さいますようお願いします。よろしくお願いします。 

 

 

閉会の言葉 

坂野 洋南ＩＭ実行副委員長 

 皆さん、こんにちは。閉会にあたりまして、一言御礼の言葉を申し上げたいと思

います。第１組のＩＭ開催に対しまして、月末で何かとお忙しい中皆様には多数の

ご出席を賜りまして誠に有難うございました。本会の開催に際しましては、ゼネラ

ルリーダーの前窪様、ガバナーの平尾様には親切丁寧にご指導をいただき、また、

パストガバナーの皆様を始め地区役員の皆様にははるばる遠隔の地までお越し下

さいまして、ご指導を賜りまして有難うございました。環境問題では川について朝

日テレビニュース解説委員の山本健治様には大変有意義なご講演をいただき、パネ

ルディスカッションのアドバイザーを務めて頂きました和歌山県河川課中村課長

様にも色々アドバイスを頂き有難うございました。川は古来から人間社会の成立や

発展と最も密接な関係を保ち、飲料水の獲得は勿論の事、集落の発達や生産、交通、

交易、政治的境界線、その他様々な人間の活動と川とは歴史的に全く不可避の関係

にあり、これからも子々孫々にいたるまで守っていかなければならない大切なもの

であります。パネラーの皆様にも熱心に討論を頂き、また、会員の皆様には長時間

にわたり最後までご参加をいただき本当に有難うございました。本日は那智勝浦ロ

ータリー・クラブがホストを務めさせていただき不行届きの点が多々あったことと

思いますが、ロータリーの友情と寛容の精神をもちましてお許しいただきたいと思

います。最後になりましたがロータリー・クラブの益々の発展と皆様のご健勝を祈

願致しましてご挨拶とさせていただきます。来年は新宮ロータリー・クラブで元気

にお会いできることを楽しみにしております。本日は本当にありがとうございまし

た。 

      


