
（敬称略）

◇ガバナー 北中登一様、地区副代表幹事 山田正人

様、１組ガバナー補佐 廣本喜亮様をお迎えして

愛須、後藤、橋本、畑地、泉、片井、木村、北村、

小山、栗山、畔田、前田、丸山勇、丸山博、森本、

中川、西谷、野村、小倉、岡本、沖、佐田、坂本、

竹村、谷峯、谷中、玉置、内芝、上原、浦地、

渡口、山本、安井、吉田、吉本

◇米山記念奨学会より感謝状を頂きました。

丸山、佐田

◇西岡あかねちゃんが無事、スウェーデンに着きまし

た。ありがとうございます。 平野

◇車で、北海道宗谷岬まで5,000ｋｍ走り、間宮林蔵

（像）と面会し、昨夜帰りました。 堀

◇本人誕生日 愛須、堀、栗山

◇奥様誕生日 橋本、本田、沖

◇お花頂きます。 愛須

■ 本日のプログラムは、公式訪問です。

国際ロータリー第２６４０地区ガバナー 北中登一

様、地区副代表幹事 山田正人様、IM１組ガバナー

補佐 廣本喜亮様をお迎えしています。

ガバナー 北中様には後ほど、お話をよろしくお願

い致します。

■7月27日(金)、クラブ会長・幹事会が串本で開催さ

れました。吉本幹事と私が、会長として出席して参

りました。

■7月29日(日)、クラブ青少年交換委員長会議が大阪

にて開催されました。平野君、ご苦労様でした。

■7月31日(火)、青少年交換学生の西岡あかねさんが

スウェーデンにむけて関西国際空港から出発されま

した。平野君、坂本君、吉本幹事、私 会長と4人

で見送りに行って参りました。

■米山記念奨学会より感謝状が届きました。

功労者

・丸山 博之君 ・佐田 一三君

■RI日本事務局よりポール・ハリス・フェローのバッ

ジが届いています。

・愛須 勝章君 ・上原 俊宏君
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■例会日時変更

◎田辺はまゆうＲＣ 8月14日(火)→ 休会

◎田辺ＲＣ 8月16日(木)→ 休会

◎白浜ＲＣ 8月10日(金)→ 休会

8月17日(金)→ 休会

◎那智勝浦ＲＣ

8月16日(木)→ 8月11日(土)19：00～

場所：那智海水浴場 「家族親睦花火大会見学会」

8月23日(木)→ 8月23日(木)19：00～

場所：ユーアイホテル 「家族親睦会の為」

◎新宮ＲＣ

8月 1日(水)→ 8月 1日(水)18：30～

「慰労激励会及び納涼夜間例会」

8月15日(水)→ 休会

◎橋本紀ノ川ＲＣ 8月14日(火)→ 休会

◎有田ＲＣ 8月16日(木)→ 休会

◎海南東ＲＣ

8月 6日(月)→ 8月 6日(月)19：00～

「北中登一ガバナー訪問」

8月13日(月)→ 休会

◎海南ＲＣ 8月15日(水)→ 休会

8月29日(水)→ 休会

◎海南西ＲＣ 8月16日(木)→ 休会

◎高野山ＲＣ 8月17日(金)→ 休会

◎和歌山東南ＲＣ 8月15日(水)→ 休会

◎和歌山東ＲＣ 8月16日(木)→ 休会

◎和歌山中ＲＣ 8月17日(金)→ 休会

◎和歌山南ＲＣ 8月17日(金)→ 休会

■回覧

◎「南方熊楠ニュースレター№.17」

◎「JCニュース7月号」

◎ガバナー事務所より「R財団寄付6月度迄集計表」

◎（財）比国育英会バギオ基金より「バギオだより第

31号」

◎（財）和歌山県水上安全協会よりお礼状

◎青少年交換学生の西岡あかねさんより「ご挨拶」

◎新入会員歓迎会のご案内（出欠表）

■連絡

◎ロータリーの友8月号、各自トレーに入れています。

よろしくお願いいたします。

◎8月のロータリーレートは 1ドル＝80円 です。

■親睦委員会

森本 修至 君

本日、１８：３０より、新入会員歓迎会を

『あしべ』にて行います。ご参加のほど、宜しくお

願い致します。

■新世代委員会

平野 好史 君

青少年交換学生 西岡あかねさんが、無事スウェー

デンに着きました。

この度のクラブ訪問に当たり、御挨拶申し上げます。

今年度のRI会長は、久しぶりに日本は2770地区から出

られました田中作次氏であります。田中氏は、英語が

御出来にならないと聞いておりましたので、どうやっ

てスピーチをされるのかと、少々心配しておりました

が、プレナリー・セッションでは堂々と立派に英語で

お話をされ、参加の皆様の心を捉え大喝采でした。

昔、某首相が英語の原稿を書いてもらい、それを忠実

に読まれた訳ですが、ある米国の新聞記者の一人が、

首相の演説が終わるや、元々日本語は難しいと聞いて

いたが、これほど難しいと思わなかったと、感想を述

べられたそうです。

RIのテーマとして「Peace through Service＝奉仕を

通じて平和を」を取り上げられました。戦争を経験さ

れた田中氏にとって、戦争ほど人々を不幸のどん底に

落とすものはない。世の中、平和が一番だという考え
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が、絶えず頭の中にあったのでしょう。その気持ちがRI

のテーマに現れているのだと思います。しかしながら歴

史を振り返り、現実の世界を見ても、一日として平和な

日がありましょうか。平和とは名ばかりで、ハンチント

ンが言われたように、文明の衝突に始まり、民族紛争、

宗教戦争、利権の闘いなど、更に日本国内でもinner war

と呼ばれる内部紛争が続いております。端的な例が、自

殺の数が毎年３万人を越えている現実であります。健康

とは、身体的にも精神的にも異常がないことであるとす

るならば、身体的異常の場合は医師にかかることによっ

て、すぐ治療してもらえる。一方で目には見えない心の

病、精神的障害が増加の一途をたどり、時には、ノイロー

ゼ、時には心身症となり、そして時には自殺といった悲

惨な出来事が、毎日のように報道されています。少なく

とも日本国内で起こっているinner warから特に若人を開

放し、楽しくて幸せな家庭生活ができるようにすること

が、我々ロータリーアンに課せられた喫緊の課題ではあ

りますまいか。

報道新聞によりますと、派遣社員やパートなど、非正規

労働者の増加が社会保障制度を揺るがしていると。低賃

金と不安定雇用が、社会保障の支え手である現役世代に

貧困層を拡大させ、少子化の要因ともなっているようで

す。年金や医療保険でも正社員との格差が大きく、充分

なセーフテイネットがない。社会保障の担い手である若

人を低賃金、不安定雇用に落とし込み、結婚や子育ても

困難な状態に追いやって少子化を加速させることは、社

会保障はもちろん、日本の将来そのものを危うくしてい

ると指摘されています。世界のことも大事、されどもっ

と大事なことは、我々の足元ではありますまいか。一人

一人が幸せにならなければ、全体が幸せになれるはずが

ありません。

ロータリーという組織力を生かして、一人ひとりのロー

タリアンが努力すれば、不可能はありますまい。「まず

隗よりはじめよ」いう言葉があります。事を始めるには、

人にあれこれ言う前に自分が積極的にやり出すべきでしょ

う。大きなことを始めるには、呼び水となる小さなこと

から始めなければならないのです。明日からでは遅いの

です。今から始めようではありませんか。

最期に貴クラブのますますのご活躍をお祈りし、挨拶と

いたします。ありがとうございました。

8月は会員増強及び拡大月間です。

2640地区で会員増強の目覚ましかったクラブは、堺フラ

ワーRCと田辺はまゆうRCでしょうか。

ちなみに堺市の人口は平成22年で841,966人でした。2640

地区でのロータリークラブ数は73となっています。その

うち堺市内には15程度のRCクラブがありますが、田辺市

には３つのRCがあります。ところが田辺市の人口は8万に

満ちません。人口比で対比しますと堺市内でのクラブ数

が30クラブほどあれば釣り合いが取れると云う勘定にな

ります。つまり、会員増強・クラブ数に於いて、人口比

で田辺市内のロータリークラブはかなり善戦をしている

といえましょう。加えて昨年度、田辺はまゆうRCが急速

に会員を増やしました。33名から始めた会員数が西嶋会

長の任期終了時点では50名になったと云うことです。人

口比からしても会員増強の難しい田辺地方での快挙とい

えましょう。詳しくは8月号のロータリーの友16ページに。

http://tanabe-east-rc.com/

ロータリーの友 ８月号紹介

新入会員 歓迎会


