
 
 
 
 
 
 
 

第1421回例会17年 11月 21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  「それでこそロータリー」 
３．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 45 名 出席免除会員 2名 

  出席率 68.18％ 前回修正出席率 80.30％ 

 

４．会長スピーチ       会長 塩崎博司 
皆さん今日は、ここ数日来

寒い日が続きます。天気予報

では、西高東低の気圧配置で、

冬将軍がすでに現れたと云

った感じです。東北、北海道

では初雪の便りが聞かれま

す。暖冬は灯油高の折助かり

ますが、やはり冬は冬らしく

ないとね、炬燵で鍋を囲み熱

燗で一杯など答えられない

ですね。今夜あたりどうですか、冬の風情を楽しみた

いですね。本日の卓話はロータリー財団、青少年交換

委員長会議の報告、中尾享平さん、西川富雄さんよろ

しくおねがいします。 
 
５．幹事報告 

○メーキャップ 

 堺中ＲＣ      11/9     柳生享男君 

○例会臨時変更 

 海南ＲＣ  11 月 30 日（水）→12 月 1 日（木） 
18:30～  海南市保健福祉センター 

（海南３ｸﾗﾌﾞ合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会） 
12 月 28 日（水）→12 月 23 日（金） 
18:30～  ダイワロイネットホテル 

（クリスマス家族会） 
 海南西ＲＣ 12 月 1 日（木）→12 月 1 日（木） 

18:30～  海南市保健福祉センター 
（海南３ｸﾗﾌﾞ合同ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問例会） 

岩出ＲＣ  12 月 8 日（木）→12 月 10 日（土） 
12:30～ JA 紀の里ふるさとセンター 

（IM４組） 

高野山ＲＣ 12 月 9 日（金）→12 月 10 日（土） 
13:00～ JA 紀の里ふるさとセンター 

（IM４組） 
○休会のお知らせ 

和歌山東ＲＣ       12 月 8 日（木） 
○レート変更のお知らせ 
 12 月より  １＄＝１１８円 
６．委員長報告 
○職業奉仕委員会 

16 日から 18 日迄の 3 日間、県和商のインターンシ

ップの件で多数の方々にご協力頂き有難う御座い

ました。 
○親睦委員会 
 例会終了後、委員会を開催致しますので委員の皆様

短時間で済みますのでお残り下さい。 
○社会奉仕委員会 
 11 月 27 日 AM10 時から 12 時の間、和歌山駅前で

エイズ撲滅の為街頭啓発運動を実施致します。多数

のご参加お願いします。 
 
７．会員卓話  
○クラブ青少年交換委員会   西川富雄委員長 

2005 年 9 月 17 日（土）JA 和歌山ビル 
 例年の事ゆえ、気づいた点だけ簡

単に報告。 
 入会３年未満の方にはプログラム

の概要の写しを、時間のある時読ん

でおいて。 
 9 月 17 日といえば地区大会まであ

と１ヶ月。出席はしたが頭は地区大

会で一杯。 
委員会に出席するにあたり、この委員会の財源を知り

たかった毎年各会員から 3000 円頂き、それを財源と

する。 
2640 地区→約 2700 名×3000 円でほぼ 800 万円。 
この 800 万円で賄っている。 
あるクラブの委員長から苦言がでる。 
 今年決まった事が 3 年後にしか出てこない、その間

クラブの委員長が 2 人も変わっている。そんな事では

各委員長は勿論、クラブも力が入らない、もっとスピ

ーディーな方法はないのか。 
 選考方法にしろ、型にはまった方法でしかやらない、
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全くそのとおり。 
 他に出席していた 2 人のローテックス（帰国学生の

グループ）の一人が、 
 「お世話になっていながら生意気な事をいうようで

すが、ロータリアン先生方の意識改革が必要なところ

が多々見受けられる、もう少し柔軟な考え方をお願い

します。」という大胆な事を・・20 歳半ばの女性、え

らいこと言うなぁ、心の中で拍手喝采。 
 ひな壇の先生方はニコニコ笑って。 
 
○財団委員長       中尾享平委員長 

11 月はロータリー財団月間です。 
早速ご寄付を多くの方に頂きました。

財団の奨学金奨学生プログラムをよく

ご理解頂きご協力お願いいたします。

一人平均 200 ドルです。皆様のご寄付

よろしくお願いします。為替レート 1
＄112 円＝22,400 円。2005－06 年度にご寄付頂いた

お金は、2008－09 年度に DDF として 50％が地区に

戻る。より多くの優秀な奨学生を派遣できます様ご協

力お願いします。 
平成 17 年 9 月 10 日（土）和歌山 JA ビルにて、ロ

ータリー財団委員長会議が開かれました。平尾ガバナ

ーの点鐘で始まり、財団カウンセラーのパストガバナ

ー小島さんよりロータリー財団についてのお話がご

ざいました。ご寄付を頂くのでありますから、よく財

団プログラムの内容を説明して、自主的にご寄付を頂

くようお願いする。ロータリー財団プログラムの中に

三つの主なプログラム 
①人徳的プログラム②教育的プログラム③ポリオ・プ

ラス・プログラムがございますが、2640 地区では教

育的プログラムに力を入れており、RI 財団本部からの

DDF（地区活動資金）はすべて国際親善奨学生資金と

して使われているとの事です。なお、DDF、本年度ま

では 60％ですが、次年度からは 50％に減るそうです。 
＊本年度の地区目標は一人平均 200 ドルです。財団奨

学金について地区財団奨学金委員長の富田林南 RC の

岩本さんからお話がございました。国際親善奨学金の

目的は、国際親善奨学金プログラム目標を通じて国際

理解と世界平和を助長しようとするロータリー財団

の全体的使命を支援することである、という事です。 
 2640 地区では、次の三種類の奨学金奨学生を派遣

している。①１学年度奨学金(上限 26,000 ドル)大学ま

たは大学院で１年勉学②２年間マルチ・イヤー奨学金 

一年、一律 13,000 ドル。大学院で学位収得のための

研究③６ヶ月間文化研修のための奨学金 (上限 

19,000 ドル)語学専門学校で語学を勉学、ホームステ

イが原則です。 
＊ロータリー財産寄付 次の三つ寄付 
①年次寄付②使途指定寄付③恒久基金で、地区財団

活動資金（DDF）として使われるのは、年次寄付と恒

久基金の収益金の 50％です。3 年後に RI 財団本部か

ら戻ります。（6 月末 2,763 人）2004－05 年度の年次

寄付金は、438,269.16 ドルです。2007－08 派遣奨学

生は、約 219,000 ドルの資金にて募集し、8－9 名の

優秀な奨学生を予定、募集。本年度ご寄付頂いた寄付

の50％は、2006－07年度に派遣奨学生に募集し、2008
－09 年度の派遣奨学生の資金となります。 
＊財団奨学生帰国報告会 

2003－04、2004－05 年度の 5 名の奨学生をアメリ

カ、イタリア、イギリス、フィンランド、オーストリ

アの国に派遣しました。非常にいい体験をさせて頂き

ましたと、奨学金制度ロータリー財団プログラムに感

謝しておりました。 
＊GSE について 
2005－06 年度は、送り出しと受け入れがあります。 
送り出しは、2006 年 4 月 7 日に出発。シカゴへ団長 1
名、団員 4 名を送り出します。5 月 5 日に帰国し、29
日間の日程となっています。 
＊ポリオ・プラス・パートナー・プログラムについて 
 管理委員会は、2006 年 6 月 30 日まで延長すること

を決定しました。 
 
８．次回例会 
第 1422 回例会 平成１７年１２月１日（月） 

18：30～ 海南市保健福祉センター 
 

９．閉会点鐘 
 

 ＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
横出 廣君  駅前の電光掲示板が作動しました。 

西川富雄君  先月、岡田さんにお世話になりました。 

角谷勝司君  会員増強何が何でも達成させたい。新

年夫婦例会に新入会員の方も出席し

て貰える様、皆様のご協力をお願いし

ます。 

       生活グッズ業界の機関紙に特報記事

として掲載されました。 

山畑弥生君  角谷さんの特報記事を読みました。同

じクラブのメンバーとして嬉しかっ

たです。 

 

山畑弥生ＳＡＡ 

ＳＡＡとは何の略語か地区大

会でも聞かれたのですが、知ら

なかったので調べました。 

“Sergeant at arms ”イギリス

の王室と議員での慣用語として

使われ、守衛官を意味していま

した。ＲＣでは、例会を始め、

全ての会議（国際大会・国際競

技会・地区大会・地区協議会 etc）が楽しく秩序正

しく運営される様常に心を配ると言う事で、ＲＣで

はＳＡＡを会場監督と呼ばれ、クラブ役員としての

地位が与えられています。 

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 


