
 
 
 
 
 
 
 

第1417回例会17年10月17日(月) 
於 海南商工会議所 4F    12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング      「奉仕の理想」 
３．出席報告  

会員総数69名 出席者数54名 出席免除会員2名 

出席率 80.6％  前回修正出席率 82.09％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 
 地区大会直前の例会とな

りました。 
本日のゲストは、米山留

学生の白さんです。よくい

らっしゃいました。 
先々週の土曜日には、ロ

ータリー情報委員長会議に

新垣さんに出席して頂きご

苦労様でした。内容はクラブリーダーシッププランに

関する事だとお聞きしていますので、後日報告して頂

く予定です。 
さて地区大会最初の行事、記念ゴルフ大会は秋晴れ

の好天に恵まれ、幸先の良いスタートを切れました。

大沢委員長始め担当の委員さん、ご苦労様でした。7
月から地区大会の成功をスローガンに頑張ってきま

した。後 6 日です。超我の奉仕をモットーに一致団結

して地区大会を成功させましょう。 
10 月は米山月間です。今日は白さんに米山奨学生

としての体験談をスピーチして頂きますので、ご静聴

下さい。 
本年度の年次総会は、12 月 5 日になります。定款

細則により、次年度の理事・役員を選出しなければな

りませんが、恒例により選出委員会を設けさせて頂い

ても宜しいでしょうか。異議なしと云うことで御座い

ますので、会長・幹事に一任させて頂き理事会で決定

したいと思って居ります。 
 
５．幹事報告 

○例会臨時変更 

有田南 RC    10 月 18 日(火) →10 月 17 日(月) 
 PM12 : 30 ～ 通常例会場 

橋本紀ノ川 RC  10 月 18 日(火) →10 月 16 日(日) 
PM  5 :00 ～ 紀伊見荘 

粉河 RC     10 月 19 日(水) →10 月 19 日(水)  
12 : 30 ～保津川観光ホテル 

打田 RC    10 月 20 日(木) →10 月 23 日(日)  
    海南市総合体育館 

○例会休会のお知らせ 
岩出 RC    10 月 20 日(木) 

 
６．委員会報告 
○親睦活動委員会 青木委員長 
 1 月 31 日に地区大会の慰労例会をパインズホテル

で予定しています。出欠の返事を出来るだけ早くお願

いします。 
○地区大会実行委員会 宇恵幹事 

10 月 19 日に 3 階の地区大会

事務所で午後 2時からリハーサ

ルを行います。 
10 月 20 日午後より会場設営

に掛かります、21 日午前中に終

了します。 
会場設営終了後、最終のリハ

ーサルを行います。 
役割分担の確認ですが、部門担当の副幹事さん(6 名)
から最終の説明が御座いますので、ご協力下さい。 

10 月 23 日午前 8 時に会場に集合し、全員襷をして

下さい。服装・ネクタイはご自分で似合うと思うもの

で結構です。 
 
７．ガバナー卓話 
国際ロータリー2640 地区ガバナー  平尾寧章様 

高い処からで御座いますが、

一言お礼を申し上げます。記

念ゴルフも大変な盛会で、公

式訪問に行きましても皆様方

喜んで下さっていました。10
月 22・23 日には、当クラブを

ホストとして地区大会を開催

して頂きますが、次年度のガ

バナーは三軒で河内長野東ク

ラブのメンバーです。会員数は 27 名だそうですが、

来年四月に河内長野で地区大会を開催する予定だそ
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うです。岡田大会委員長始め、当クラブの方々にご苦

労をお掛けしていますが、2640 地区会員の皆様に、

当クラブの実力と意気を見せる機会です。 
立派な地区大会になる事と確信致しております。ガ

バナーをお引き受けして以来、地区運営に関しまして

当クラブ会員の皆様のご尽力に感謝致しております。

50 クラブの公式訪問を無事に終える事が出来ました

のも、皆様方 69 名の支えがあったからだと感謝して

います。取敢えず感謝の気持ちを込めましてニコニコ

箱に入れさせて貰います。これは、皆さんに出費・忙

しい時間を割いて・又労力をご負担頂いているからで

す。クラブでご自由にお使い下さい。残り八ヶ月有り

ます。皆様方の更なるご協力をお願いして終わります。 
 
８．ゲスト卓話 
米山奨学生 白さん 

皆様今日は。この

半年間サポートして

いただいているお陰

で、生活が楽になり

有り難く思っていま

す。 
私の出身は、中国

遼寧省瀋陽市です。

内陸部では大きな都

市だと思います。人

口は 800 万人ですが、

内陸部ですので綺麗な街では有りませんが、中国の風

水で云いますと、風水害や地震などの自然災害の少な

い場所です。市民の日常生活は平凡で、市場をよく利

用しています。スーパーは 3 階建てですが規模はかな

り大きいのが有りますが、それよりも百貨店の数の方

が多いです。以前は国営の工場が沢山有りましたが、

経済改革で閉鎖されリストラで失業者が増えました。

その人達が小さな商店を出し始めて店の数が増えて

います。観光といいますと.(キバン山)という所が風景

特区になっています。ピクニックとか旅行に利用され

ています。 
個人的には、5 年前に笹川研究生として来日し、1

年間勉強しました。その後、先生方に薦められたのと

自分も日本の暦史や現在の日本の状況にも興味が有

りましたので、それを勉強しながら学位を取りたいと

思って 4 年が過ぎました。来年の春には学位を取りた

いと思って準備をしている処です。 
これで終わります。有難う御座いました。 

 
９．次回例会 
第 1418 回例会 平成１７年１０月３１日（月） 

ロイヤルパインズホテル    16:30～ 
---------------------------------------- 

 

 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
山名正一君  大沢さん地区記念ゴルフ大会大盛会

で、ご苦労さま。 
木地義和君  記念ゴルフ 大沢さん始め皆さんご

苦労様でした。 
山畑弥生君  記念ゴルフ 大沢さん始め皆さんご

苦労様でした。 
上中嗣郎君  記念ゴルフの賞品頂きました。 
奥村匡敏君  記念ゴルフ欠席者の穴埋めでプレー

しました。 
田村健治君  記念ゴルフの準備でご迷惑をお掛け

しました。 
谷脇良樹君  記念ゴルフ好天に恵まれ無事終了 

皆様有難う。 
吉野 稔君  記念ゴルフお手伝い出来ずすみませ

ん。 
辻 秀輝君  谷川岳に登ってきました。   
小椋孝一君  納税協会のコンペで優勝しました。 
中尾享平君  孫が誕生しました。 
宮田敬之佑君 妻の葬儀では、雨の中ご会葬頂き有難

う御座いました。 
平尾ガバナー 地区運営にご協力有難う。( 多額 ) 
林 孝次君 12 日の総務委員会欠席しました。 
角谷勝司君  11 月 12・13 日家庭用品祭りのポスタ

ー貼って下さい。 
大沢祥宏君  記念ゴルフ 224 名の参加で日没が心

配でしたが無事終了しました。 
倉橋利幸君  米山奨学生の白さんに卓話をお願い

しました。 
花田宗弘君  田辺 RC の公開例会に出席し、藤森元

大統領の話を聞きました。 
塩崎博司君  柿本神社の秋祭り 10 月 9 日晴天に恵

まれました。 
青木美典君  土曜日に開催したトラックのバザー

に早川さん・小久保さんご協力有難う。 
        
 
 
 
 
 
米国、ミネソタ州のポリオ感染に関するＲＩ声明 
 
米国、中部ミネソタ州のアンマン教派社会で子供 4

人がワクチン派生のポリオ菌に感染していたと、10
月 13 日に、同州の保健部が新聞発表で報じました。

国際ロータリーは、この報道を密接にフォローしてお

り、一般大衆はミネソタ保健当局の発表した感染の危

険に曝されていない事を、ロータリアンに再確認しま

す。汚染したウイルスは経口ポリオワクチンに使われ、

弱体化された系統の変種に因る様子です。ポリオ ウ

イルスの野生形態で、自然に起こるポリオは米国と全

西半球から駆逐されております。 2005 年 10 月 22 日～23 日 本会議：海南市総合体育館

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長 上野山雅也  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 


