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マーク・ダニエル・マローニー

第2640地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ ： 中野 均

田辺東ロータリークラブ

創立：昭和49年5月15日

会長 ： 中嶋 伸和

幹事 ： 早稲田 清司

例会場/事務所：田辺市下屋敷町81－10

きのくに信用金庫田辺支店3F

Tel 0739-24-6427 Fax 0739-34-5008

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

E-mail info@tanabe-east-rc.com

例会：毎週水曜日 12：30～

ビジターフィー ￥2.000
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四つのテスト：1.真実かどうか2.みんなに公平か3.好意と友情を深めるか4.みんなのためになるかどうか

〇会長報告

会長 中嶋伸和

■本日のプログラムはガバナー公式訪問です。

国際ロータリー第2640地区2019-2020年度 ガバナー

中野 均（なかの ひとし）様、地区代表幹事 上松瀬

洋（かみまつせ ひろし）様、第1分区ガバナー補佐

武田 静也様をお迎えしています。ガバナー 中野 均

様には後ほどご講演を宜しくお願い致します。

■7月20日(土) けやきONE401に於いて「ガバナー補佐・

幹事合同会議」が開催されました。ガバナー補佐と

して武田静也君に出席して頂きました。ご苦労様で

した。

■7月25日(木) 田辺ＲＣの例会にて、事前訪問の為の

「クラブ協議会」にガバナー補佐として武田静也君

に出席して頂きました。ご苦労様でした。

■7月27日(土) うお健 3階 に於いて「青少年奉仕プロ

グラムについての研修」が開催されました。クラブ

奉仕Ｃ委員長として谷中順次郎君に出席して頂きま

した。ご苦労様でした。

■串本ＲＣより、7月1日からの例会変更のご案内が

ありました。

第１火曜日、第３火曜日は12：30～13：30、

第２火曜日は18：30～19：30、

旧ヒルトップ和田金で例会。

第４火曜日は18：30～19：30、

レストラン・サンドリアで例会。

また、第５火曜日及び祝日は休会となります。

■海南西ＲＣより、7月1日からの例会変更のご案内が

ありました。

第１木曜日、第２木曜日、第４木曜日

19：00～20：00、月３回のみ

■ＲＩ日本事務局よりポール・ハリス・フェローの

賞状とバッジが届いています。

◎マルチプル・ＰＨＦ

森本修至君

■米山記念奨学会より米山功労者の感謝状表彰が届い

ています。

◎第4回米山功労者

坂本正人君

◎第1回米山功労者

森本修至君

■持ち回り理事会のご報告を致します。

◎事務局のPCの故障により新しく購入する件について

…承認。

■本日のお弁当企画（奉仕Ｂ委員会）は「和づち」さ

んの鰻弁当とお吸い物です。ご賞味下さい。

暑っつうおまっせ～

熱中症に気いつけて

や～



四つのテスト：1.真実かどうか2.みんなに公平か3.好意と友情を深めるか4.みんなのためになるかどうか

〇出席報告

会員数 43名 義務免除 4名 本日の欠席者 4名
本日出席率 89.74％ 7月10日の修正出席率94.87％

〇本日の唱歌

奉仕の理想

唱歌委員 佐田 一三君

〇幹事報告

幹事 早稲田 清司

■例会日時変更

◎白浜ＲＣ

7月19日(金) → 休会

8月16日(金) → 休会

8月23日(金) → 休会

◎新宮ＲＣ

8月 7日(水) → 8月11日(日)18：30～

場所：サンライズ勝浦

＜三役慰労激励会及び納涼家族例会＞

8月14日(水) → 休会

◎高野山ＲＣ 8月16日(金) → 休会

◎和歌山東南ＲＣ 8月14日(水) → 休会

◎和歌山東ＲＣ 8月15日(木) → 休会

◎和歌山南ＲＣ 8月16日(金) → 休会

◎和歌山北ＲＣ

8月26日(月) → 8月26日(月)18：30～

場所：ダイワロイネットホテル和歌山3Ｆ

レストラン サンクシェール ＜夜間例会＞

■メークアップ

◎7月20日(土) ガバナー補佐・幹事合同会議

武田静也君

◎7月25日(木) 田辺ＲＣ 事前訪問

武田静也君

◎7月27日(土) 青少年奉仕プログラムについての研修

谷中順次郎君

■回覧

◎週報「橋本ＲＣ」

◎あるこう会「ひじうま報告 第198回」

◎「英語版ロータリアン8月号」

◎紀州の民話をオペラに実行委員会 実行委員長

杉山みかん様より「御礼状」

◎公益財団法人 天神崎の自然を大切にする会より

「会費納入御礼・領収書」

◎社会福祉法人 やおき福祉会より

「理事長退任・就任のご挨拶」

「令和元年度 やおき後援会 総会のご報告」

◎南方熊楠顕彰会より

「南方熊楠ニュースレター №31」

「2019年度南方熊楠研究会例会 公開シンポジウム

日時：8月4日(日)」

「夏休み子ども講座 闘鶏神社 探検！

日時：8月8日(木)」

「第26回特別企画展/闘鶏神社御創建1600年記念

闘鶏神社と南方熊楠 日時：7月20日～9月16日」

◎中野ガバナー事務所より

「情報規定委員会からのご連絡です」

「立法案反対表明書式」

「2019年規定審議会の決定事項に関するアンケート」

「『クラブ社会奉仕委員長会議』開催のご案内」

「危機管理ポスターについてのご案内」

「危機管理ポスター」

「日本のロータリー100周年記念ピンバッジ頒布に

ついて」「ピンバッジの申し込みについて」

「第18回ロータリー全国囲碁大会のご案内」

「地区大会記念ゴルフ大会開催のご案内

日時：10月10日(木)」

◎久保ＰＤＧより

「国際ロータリー第2640地区 不名誉な真実」

■連絡

◎2019-2020年度 地区大会事務所より「地区大会記念

ゴルフ大会開催」のパンフレットが届いています。

◎「ロータリーの友 8月号」が届いています。各自

トレーに入れています。よろしくお願いいたします。
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〇本日のプログラム
ガバナーアドレス

国際ロータリー第２６４０地区

２０１９－２０２０年

ガバナー 中野 均 様

国際ロータリー マーク・ダニエル・マローニー会長

について

２５歳の時、ロータリークラブ入会。３０歳の時、ク

ラブ会長。３４歳で地区ガバナーに就任されました。

今までに、国際ロータリーの重要な役職に携わってお

られました。奥様もロータリアンです。ご夫婦でアラ

バマ州ジケーター・ロータリークラブに所属していま

す。

２０１９－２０年度の会長テーマ「ロータリーは世界

をつなぐ」について、ＰＥＴＳと地区研修・協議会で

ご説明させていただきましたが、改めてクラブ会員の

皆さまにお伝えさせて頂きたく思います。

まず、最初に協調事項についてです。「ロータリーは

成長させることです。」それは、奉仕活動やプロジェ

クトのインパクトを成長させること、また、最も重要

なことは、会員を増やすことです。と述べられていま

す。そして、ロータリーでの経験の中核にあるのは

「つながり」であるとマローニー会長は信じています。

今、皆様方のクラブにおいて、会員増強に苦慮されて

いると思いますが、引き続きご努力願いたく思います。

続いて、マローニー会長は、「ロータリーで私たちは、

お互いの違いを超え、深く、意義あるかたちでお互い

につながることができます。」また、「ロータリーが

なければ出会うことがなかった人びと、職業上の機会、

私たちの支援を必要とする人たちとのつながりをもた

らしてくれる」と。

「つながり」についてですが、皆さまは、ロータリー

に入会された時は、どなたかの紹介で入られたことと

思います。その方と「つながっていた」のではないで

しょうか。また「つながり」があって入会を勧められ

た方もあったことでしょう。会長テーマ「ロータリー

は世界をつなぐ」は、本当に解りやすい内容です。皆

さまの趣味や職業を通してロータリーをつないで頂け

れば有難く思います。

〇にこにこ報告
（敬称略）

◇ＲＩ2640地区 中野ガバナー、上松瀬地区代表幹事、

武田ガバナー補佐をお迎えして

愛須勝章、泉房次朗、上原俊宏、浦地章、岡本博、

片井貢、木村壽一、小山實、後藤信博、佐田一三、

武田静也、竹中悟、竹村英一、谷中順次郎、

玉置佳範、豊田正人、中嶋伸和、那須壽子、

西谷貞彦、野村憲司、橋本隆、畑地誠、本田耕二、

前田吉彦、森本修至、早稲田清司、渡口眞二、

山本亘、吉田和枝

◇坂本正人 国際ロータリー2640地区ガバナー中野様、

地区代表幹事 上松瀬様、お久しぶりです。その節

は地区で活動中大変お世話になりました。

本日は田辺東ロータリークラブにようこそおいで

下さいました。

公式訪問を楽しんでくれればと思います。

◇湯川和洋 うなぎありがとうございます。

◇谷本司 お花頂きます。

〇本日のゲスト・ビジターの紹介

国際ロータリー第2640地区2019-2020年度

ガバナー 中野 均（なかの ひとし）様

地区代表幹事 上松瀬 洋（かみまつせ ひろし）様

第1分区ガバナー補佐 武田 静也（たけだ しずや）様
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マローニー会長は、「ユニークなネットワークを駆使

するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴らしい

多様性とつながり、共通の目的において末永く続く深

い絆を創り出します。私たち全員をつなぐのはロータ

リーです。」と言われています。さらに、忙しい職業

人や家族の都合でも忙しい会員にもリーダーの役割を

果たしてくれるよう促しました。

国連との関係について、この焦点は、多くのロータリー

奉仕プロジェクトが支援する国連の持続可能な開発目

標であります。ロータリーは世界中の人道的課題に取

り組むため、国連と共に活動してきました。国連は今

日、ロータリーに対し、非政府組織の相談役に対して

与える中で最高の立場を認めています。「ロータリー

は、より健康で、平和で、持続可能な世界に対する国

連の継続したコミットメントを共有しています。ロー

タリーはほかの組織にはかなわないものを提供します。

つまり、奉仕と平和という精神の下に世界中の人びと

がつながることができ、目標に向かって意義ある行動

を起こすことのできるロータリーのインフラです」と

述べられています。

次に旅行好きのマローニー会長がゲイ夫人と旅に出ら

れた時の話です。それは、ニューヨークシティーのＪ

ＦＫ国際空港でターミナルをぶらついて人間観察をし

ていました。どのゲートにも、人びとの島がありまし

た。コンコースの中央を行けばそこはニューヨークで、

同じ川をみんなで進んでいます。わきにそれてゲート

に入ると、川を離れて島にたどりつきます。そこは、

デリーやパリ、テルアビブなのです。「こんなにさま

ざまな人が、さまざまな国から、ひとつの場所に集まっ

ているのは、ロータリーみたいだ」と思いました。し

かし、あることでロータリーとは全く違うことに気づ

きました。それは、同じ方向に向かう人は話をするか

も知れませんが、違う方向に向かう人びとには話かけ

はしないのです。

それに比べロータリーは、私たちが違いを超えて、深

く、有意義な形でつながり合うことを可能にしてくれ

ます。ロータリーに入らなければ出会えなかったよう

な人びと、思ってもみなかったほど自分に似ている人

びとに引き合わせてくれます。そういった出会いこそ、

ロータリーでは、誰ひとり島に孤立したりしません。

誰であれ、どこの出身であれ、どの言語を話すのでも、

みんなが一緒にロータリーに参加しています。私たち

は互いにつながり合っています。このつながりこそ、

ロータリーの核となるものです。これこそ、私たちを

ロータリーへ導いたものなのです。これこそ、ロータ

リー会員であり続ける理由です。「ロータリーが世界

をつなぐ中、ロータリアンの仲間と一緒に旅路に出ま

せんか。」とメッセージを送られています。

地区方針として、皆さまのつながりで、会員増強にお

力添えを賜りたく思います。皆さまのロータリー活動

の楽しみについて、それぞれで楽しんで頂いていると

思っています。地区委員会活動について、例えば、青

少年関連で関係するクラブでは、委員会活動に参加を

されています。各委員会は、皆さまにご参加頂けるよ

う企画されていますので、地区スローガンとして「参

加してロータリー活動を楽しもう」とさせて頂きまし

た。皆さまのご参加をお願いします。

続いて、お願いさせて頂きたいのは、ロータリー財団

と米山記念奨学会への寄付です。

目標額として、ロータリー財団年次基金寄付一人当た

り２００ドル、ポリオ・プラス１０ドルです。

米山記念奨学会普通寄付一人当たり６，０００円、特

別寄付９，０００円合計１５，０００円をお願いさせ

て頂きたく思います。

宜しくお願いします。

次に２０１９年規定審議会において、メークアップの

要件に関し変更があり、各クラブから地区へ毎月の出

席率報告を求めないこととしました。但し、クラブ会

員数、入退会者数、出席規定免除者数などは、従来通

り毎月報告して頂きます。年度終了後速やかに、地区

へ出席率の報告を頂くことになります。また、クラブ

細則を変更することにより、メークアップの基準をこ

れまでどおり維持（例会の前後１４日間に限る）する

ことができます。

以上、私からの話とさせて頂きます。

今日のお弁当

本日は

「和づち」

の鰻弁当です。


