
 
 
 
 
 
 
 

第1381回例会16年12月13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 「我等の生業」 
３．ビジター紹介      高野山ＲＣ  亀岡弘昭様 
４．ゲスト紹介 

ローターアクト  地区代表     上芝洋平様 

            会    計     高橋伸年様 

             狗巻嘉美様 

５．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 74.62％ 前回修正出席率 80.60％ 

 

６．会長スピーチ  

会も

後

 

○社会奉仕委

  会長 上中嗣郎 

年の瀬ももうすぐ例

１回となりました。最近は

少し長い距離の旅には飛行

機を利用するのが当たり前

になりましたが先日のニュ

ースに・航空機のテロ対策と

して「日本航空」と「全日空」

などの飛行機に警察官を乗

せる「スカイマーシャル」制

度が１０日からスタートした。スタートしたスカイマ

ーシャル制度はハイジャックなどのテロが発生した

場合に直ちに航空機内でテロリストの制圧、検挙が行

えるよう、航空機に警察官を乗せるもの。スカイマー

シャルはすでにアメリカ・イギリスなどで導入されて

いるが、航空機自体がテロリストの凶器となったアメ

リカ同時多発テロ以降、厳しいテロ情勢や航空保安を

めぐる国際的な動きからも、必要性が高まっていた。

スカイマーシャルの任務には、新たな特殊部隊「航空

機警乗警察官」があたるが、警乗する便名などは明ら

かにしていない。とあります。会員の皆様の中にも航

空機を利用する方が多いと思います、又年明けには国

際奉仕ＷＣＳの関係でフィリッピンへ・国際大会でシ

カゴへも安心していけますので多くの会員の参加を

ご期待いたします。 

 

７．幹事報告 

○例会臨時変更 

那智勝浦ＲＣ 1月 6日（木）→1月 6日
            12:30～ 熊野那
高野山ＲＣ 1月 7日（金）→1月 7日

            17:00～ 花菱 
○休会のお知らせ 
 那智勝浦ＲＣ 12月 23日（木）（祝） 
        12月 30日（木） 
 高野山ＲＣ  12月 31日（金） 
 
６．委員会報告 

○ローターアクト 
４日間の海外研修に行って

老人施設の慰問に行ってきま

葉が通じなかったのですが、

通はできました。ご支援あり

ざいました。 
 

○米山記念奨学会委員長会議 谷脇委員長 
８月２１日泉大津で開催さ

御承知のように米山記念奨

「世界平和を願って」１９５

京ＲＣ米山梅吉氏の功績を記

めた「米山基金」から始まりま

年の経済状況から寄附金の減

年４月より毎年 1,000人規模
留学生採用は２０％減、奨学金単価平均７％

します。くわしい事は先日例会で配布しまし

奨学事業豆辞典」を参照して下さい。これを

なたも米山理解者の１人となります。日本と

友好の懸け橋になればという多くのロータ

夢がこの米山の事業です。むずかしい顔でご

願いする訳にはいきませんので、笑って皆様

情をお願いします。笑って近付ければ米山と

さい。

ており、2005

 
員長会議 上野山委員長 
９月１１日に和歌山ＳＡビル

されました。社会奉仕につい

目的として、環境、教育法秩

者への奉仕、保健と福祉等、

の問題点やニーズを探り、話

と、ロータリークラブが不十
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どのように補うことができるか、人々の注意を促すこ

とができるかを考えて欲しい。 
一例として「高齢者への援助」として引退した高齢者

の問題を考えること、ＲＣが高齢者の生活を有意義で

生きがいのあるものにする手段方法を探すこと。 
「新世代活動」として青少年への奉仕に関するプログ

ラム活動、補助金その他を考えること、青少年を国際

理解と親善の必要と認識した、見解も責任感もある建

設的市民にするよう指導するプログラムの効果を考

えること。 
①青少年への認識を深めよう ②青少年プログラム 

③インターアクトとローターアクト ④青少年交換 

⑤ロータリー財団 ⑥ライフ活動 
 
○ロータリー財団について 吉田委員長 

１１月は「ロータリー財団月間」であり

ました。皆様既にご承知の通り地区目標

一人当たりの寄附額は２００ドルとな

っています。この１１月の「財団月間」

を機に集めさせて頂きたくお願いを申

し上げました。ご案内の通り一度ポール

ハリスフェローになられた方もマルチプルフェロー

を目指してご協力下さいますようお願い致しました。

ロータリーの友１１月号に「希望ある未来への橋をか

ける」というテーマのもとに、詳しく書かれています

が、具体的な事例として１００ドルで、タイで搾取の

危機にある２人２人の若い女性の１ヶ月の食費と教

育と医療費を賄うことができます。また１００ドルで

インドの１５０人以上の子どもたちのために、ポリオ

ワクチンを買うことができます。そして、１００ドル

でホンジュラスでＨＩＶに感染している１人の子ど

ものために、およそ５ヶ月の治療費を出すことができ

ますとのことです。１００ドルは手元に置いておく限

りは１００ドルしかありません。でもその１００ドル

がロータリー財団に寄附されたとき、その額ははるか

に価値を持つことになるのです。そして皆様方自身の

価値を高めます。１１月に引き続き、１２月、１月と

未来に向かってロータリー財団に対して皆様方のご

理解とご協力を心からお願い申し上げます。 
なお、年次寄付、恒久基金、使途指定寄付について

説明があり、ビジネスポータブル、国際親善奨学金Ｇ

ＳＥについても説明がありました。関心のある方はお

問い合せ下さい。 
 
○クラブ財団委員長会議  岩井幹事  

国際親善奨学生・ＧＳＥ帰国報告会 
奨学金・ＧＳＥ制度について（教育的プ

ログラム） 
１．国際親善奨学金（男女を他国の教育

機関で勉学させることによって、相異な

る国民間の理解と友好関係の増進に寄

与すること） 
①１学年度の国際親善奨学金：２００６－０７度より

２６，０００ドルとなります。 

②マルチ・イヤー国際親善奨学金：学位所得を目的と

する２年の奨学金２００４－０５年度から１年につ

き１２，５００ドル。２００６－０７年度から１年に

つき１３，０００ドルとなります。 
③文化研修のための国際親善奨学金：学位所得を目的

とする２年の奨学金：３ヶ月の場合２００１－０２年

度より１２，０００ドル。６ヶ月の場合２００１－０

２年度より１９，０００ドル。 
④ジャパン国際親善奨学金 
奨学生に日本で、日本語および、日本文化を学ぶ機会

を提供することを目的で、奨学生の金額は 
２９，０００ドル／年 
⑤世界平和奨学金は世界の評価の高い８つの大学と

提携、世界問題、紛争解決、国際的研究を目的とした、

世界より７０名が選ばれる。 
２．研究グループ交換  
２５歳から４０歳までのチーム・メンバー４人とロー

タリアンのチーム・リーダーがＧＳＥチームを交換し、

お互いの国の文化や職業について学ぶもの。２００３

年度には３９７チームがＧＳＥに参加するまでに発

展した。 
人道的補助金プログラム 
１．保健、飢餓追放および人間性尊重（３Ｈ）補助金 
２．３－Ｈ計画準備助成金 
３．地区補助金 
  地区内の社会奉仕プロジェクトにロータリー財 
  団が補助金を出すもの 

 
７．閉会点鐘 

 

８．次回例会 
第１３８２回例会  
平成１６年１２月２０日（月） 

12:30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
平尾寧章君  米山の会議に行ってきました。 
宮田貞三君  エビス会の忘年会を行いました。 
楠部賢計君  平尾先生と一緒に高輪プリンスホテ

ルの米山会議に行ってきました。 
塚本義信君  せっかくの誕生日の記念品を置き忘

れ、橋本さんにお世話になりました。 
横出 廣君  先日は寺下さん、青木さん、中西さん

御苦労様でした。 
寺下 卓君  先週、横出さん、青木さん、中西さん、

お世話になりました。 
名手広之君  ３人目の孫出生致しました。 
中村雅行君  ６人目の孫出生致しました。 
亀岡弘昭様  お久しぶりです。 
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