
 
 
 
 
 
 
 

第 1380 回例会 16 年 12 月 6日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「奉仕の理想」 
３．国歌斉唱     「君が代」 
４．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 53 名 出席免除会員 1名 

  出席率 79.10％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

師走で、世の中がなにかあ

わただしい雰囲気です。 
本日は、年次総会です。塩

崎会長エレクト始め来期の役

員の方々宜しくお願い致しま

す。また、この後、新入会員

さんの歓迎会を予定していま

す坂口さん、柳生さんロータ

リーを楽しんでください。 
今月はロータリー家族月間です。水田パストガバナ

ーの家族月間によせてから、ロータリーファミリーの

重要性について一部を紹介します。ロータリーファミ

リーの活動は、家族・地域の人々とのつながりをふか

め、あらゆるロータリーの奉仕活動と連携をはかり、

あらゆるロータリーの奉仕活動に参加し、地域でのロ

ータリーの評価を高め、ロータリーを地域に広めるこ

とに大きく貢献することです。と記されていました。 
ロータリーファミリーの構成について・現ロータリー

会員、元ロータリー会員、ロータリアンの配偶者と子

供たち、亡くなられたロータリアンの配偶者、ロータ

ーアクター、インターアクター、国際親善奨学生、青

少年交換学生、ＧＳＥチームメンバー、米山奨学生等

その他ロータリの奉仕活動に理解・協力してくれた多

くの関係者等が考えられます。ロータリークラブは会

員家族を一つの単位として、ロータリ家族とも言えま

すし、又国際ロータリー１２０万ロータリ家族を包括

する寄り大きなロータリー家族だとも言えます。 
さらに「１２月１日が国際エイズ・ディです日本で

は増加傾向にある、特に若者に増えている」成川パス

トガバナーの論評がマンスリーレターに載っており

ますのでご覧ください。 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

松原中ＲＣ  12月１日  寺下 卓君
○例会臨時変更 

海南西ＲＣ 12月 9日（木）→12月 1
18:30～ 十三家（海南市幡川

有田 2000ＲＣ 12月 22日（水）→12月 1
17:00～ フェリーチェ（吉備

クリスマス

1月 5日（水）→1月 6日
18:00～橘家（新春有田３ＲＣ合

和歌山南ＲＣ 12月 24日（金）→12月 2
18:00～ 和歌山東急イン 

クリスマス

和歌山北ＲＣ 12月 27日（月）→12月 2
18:00～ ホテルグランヴィア

年末

1月 3日（月）→1月 5日
12:30～ ルミエール華月殿例

新

和歌山東ＲＣ 12月 30日（木）→12月 2
18:00～ 和歌山東急イン４Ｆ

クリスマ

有田南ＲＣ 1月 4日（火）→1月 6日
18:00～橘家（新春有田３ＲＣ合

有田ＲＣ 1月 6日（木）→1月 6日
18:00～橘家（新春有田３ＲＣ合

田辺東ＲＣ  1月 12日（水）→1月 12
18:00～ 例会 

       18:30～ ガーデンホテル
新

新宮ＲＣ  1月 12日（水）→1月 12日
18:00～ かわゐ 

新春夜

岩出ＲＣ  1月 13日（木）→1月 15日
18:30～ 三平 

新年家

○休会のお知らせ 
 有田南ＲＣ   12月 28日（火） 
 田辺東ＲＣ   12月 29日（水）１月
 和歌山西ＲＣ  12月 29日（水） 
 有田 2000ＲＣ  12月 29日（水） 

RI District 2640 Japan 
2004-2005年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
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 新宮ＲＣ    12月 29日（水）１月 5日（水） 
 海南西ＲＣ   12月 30日（木） 
 有田ＲＣ    12月 30日（木） 
 和歌山南ＲＣ  12月 31日（金） 
 岩出ＲＣ    1月 6日（木） 
○レート変更のお知らせ 
１月より 
     １＄＝１０２円 
 
７．閉会点鐘 

 

８．次回例会 
第 1381回例会 
・平成１６年１２月 13（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
１２月お祝い 

○会員誕生日 

１１日 塚本義信君   １７日 寺下 卓君 
○奥様誕生日 

 ４日 名手寿美江様   ６日 辻 倫子様 

２３日 宇恵恭子様   ２７日 中西尚子様 

○一般ニコニコ 
 次年度役員  次年度、宜しくお願いします。 
 出席者全員  阪口さん、柳生さんの入会を歓迎致

します 
 

年次総会 

あいさつする塩崎会長エレクト他、役員の皆さん 
 

新入会員歓迎会 

      紹介される坂口さん、柳生さん 

花束贈呈 
 
 
 
 
 
 
テキストブックプロジェクトで 

識字率の向上に寄与 
中米のグアテマラは、36 年間にわたる内戦により教
育基盤に深いダメージを与えられました。人口 1,400
万人のこの国は現在、西半球の国々で最も低い識字率

であり、農村部では、読む能力があるのは大人の 4
人に 1人だけです。しかし、1997年から、カナダと
グアテマラ、アメリカにある 200 以上のクラブのロ
ータリアンが、識字プロジェクトを実施して、122の
貧しい地域にいる約 2 万人の中学生に対して、10 万
冊以上のテキストブックを配布することで、識字率の

問題を徐々に解消しています。その方針は簡単で、ロ

ータリークラブが購入したテキストブックは、貧しい

中学校に配布され、そこで生徒やその家族がそれを使

うことができるというものです。そして数年後、テキ

ストは将来の生徒たちのために新しいものが補充さ

れる予定です。テキストの購入費にあてられる寄付額

は、1クラブにつき、米貨 500～5,000ドルです。最
近、このグアテマラ識字プロジェクトは、ロータリー

クラブとＮＰＯ、マイクロソフト社などが協力して、

いくつかの地域でコンピューター室を設けるプロジ

ェクトに対しての募金をスタートするなど、グアテマ

ラの教育環境の向上に寄与しています。 
 
2005 年国際ロータリー 第 96 回年次大会 

2005 年 6 月 18 日～22 日  

米国イリノイ州、シカゴ  

100周年記念年次大会 

発祥の地でロータリーを祝おう 
 

「ロータリーのような運動が始まる時期と

しては、この20世紀の初めほどよい時期はあ

り得なかったでしょうし、それを育てる都会

としては力強く、しかも積極的なこの矛盾に

満ちたシカゴほど適した町はほかになかっ

たろうと思います」 

ポール・ハリス 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文   深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一 


