
 
 
 
 
 
 
 

第 1434 回例会 18 年 3月 13 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      「我等の生業」 
３．ビジター紹介 

様 
４．出席報告  

会員総数 74 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2名 

  出席率 69.44％ 前回修正出席率 76.39％ 

 

５．会長スピーチ        副会長 花畑重靖 

 会長が欠席のため、代わって

ご挨拶いたします。 

海南市文化協会の活動につい

てご紹介いたします。 

本年度は、平尾ガバナーはじ

め、楠部代表幹事、副代表幹事

等のみなさん。ご苦労様です。

地区大会をはじめ、クラブの全員が協力し、ホストク

ラブとして一生懸命に取り組んでいるところです。ま

た、会員増強においては、7名の新しい会員が加わり

ました。現在７４名の会員数です。さらに、次年度の

新垣会長エレクトの体制も固まり、着実に準備が進ん

でいます。今後ともよろしくご協力をお願いします。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 和歌山城南ＲＣ 新垣 勝君 3/9 
○例会臨時変更 

 有田 2000ＲＣ 
3 月 15 日（水）→3 月 18 日（土） 

16:00～           橘 家 
（有田・有田 2000ＲＣ合同ロータリーカレッジ） 

 打田ＲＣ 
3 月 23 日（木）→3 月 25 日（土） 

19:00～   ダイワロイネットホテル 
サンクシェール（家族例会） 

 新宮ＲＣ 
4 月 5 日（水）→4 月 5 日（水） 

14:00～  新宮地域職業訓練センター 
創立 50 周年記念例会、祝宴 

 和歌山東ＲＣ 
4 月 6 日（木）→4 月 6 日（木） 

18:30～ 和歌山東急イン（お花見例会） 
 和歌山城南ＲＣ 

4 月 6 日（木）→4 月 6 日（木） 
18:30～         あおい茶寮 
（お花見家族例会・Ｇ．ＳＥを迎えて） 

 和歌山中ＲＣ 
4 月 7 日（金）→4 月 8 日（土） 

観桜家族会 
京都市内（丸山公園、知恩院、醍醐寺） 

 和歌山南ＲＣ 
4 月 7 日（金）→4 月 8 日（土） 

12:30～ 県民文化会館県民ギャラリー 
4 月 21 日（金）→4 月 22 日（土） 

18:00～  ホテルグランヴィア和歌山 
45 周年記念例会 

 岩出ＲＣ 
4 月 13 日（木）→4 月 9 日（日） 

8:00～        京都花見例会 
（1000 回記念例会） 

4 月 20 日（木）→4 月 20 日（木）早朝例会 
4 月 27 日（木）→4 月 27 日（木） 

根来寺本坊（３クラブ合同例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山北ＲＣ   3 月 20 日（月） 
 和歌山城南ＲＣ  3 月 30 日（木） 
 高野山ＲＣ    3 月 31 日（金） 
 
７．米山奨学生 

皆さん。有り難うございまし

た。 
私は産婦人科の医師として、

中国に帰っても勉強を続け

ます。 
みなさんにお世話になった

ことは忘れません。また、中

国（瀋陽）にお越しの際はお

声掛けください。ご案内いた

します。 
皆さんもどうか健康に気をつけて、ロータリークラブ

とお仕事に頑張ってください。 
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８．会員卓話 
「本年度のＷＣＳについて」  

花田宗弘君・寺下 卓君 

 
クラブ主体のＷＣＳ活動（当クラブと海南西クラブ

の共同プロジェクト）も今回で４年目を迎えます。 
いずれもフィリッピンでの活動です。世界には援助

を必要としている国は多々ありますが、フィリピンは

アジアの近隣国であり、韓国や台湾が既に豊かな国に

なっているのに、いまだに多くの貧民をかかえて苦し

んでいる国の一つです。教育や衛生面においても未だ

政府の手の行き届かないところが多く、国際社会の援

助を必要としています。 
昨年はルパング島でのカシュウナッツの植林のプ

ロジェクトを計画したのですが、相手クラブがＲＩに

マッチンググランツ（旧同額補助）を申請したため、

実施が本年度にずれこみ完了していなかったため、確

認のため今年度も再度現地を訪問しました。 
一方今年度のプロジェクトはセブ島マンダウエイ

ーストＲＣと共同で学校に中古コンピューターを供

与しコンピューター教育の普及に寄与すると共に教

育のレベルアップを目指すものです。コンピューター

５８台が現地に無事着いており、その内３５台は各学

校に配布済みで一部贈呈式に出席してきました。 
現地での状況は、プロジェクターにて紹介、説明致

します。 
 
８．次回例会 

第 1435 回例会 平成１８年 3 月２０日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 

 

 

 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

早川君より会葬御礼。 
辻 秀輝君  長男の結婚式。 
新垣 勝君  医師会長として最後の挨拶をしまし

た。 
倉橋利幸君  米山奨学生のカウンセラー１年間完

了しました。 
中村雅行君  海南文化協会の撮影会にて入賞しま

した。 
角谷勝司君  厄男で、紀三井寺さんで厄払いに餅投

げをさせて頂きました。 
岸 友子君  三女が大阪市大に合格しました。肩の

荷がおりました。 
木地義和君  上芝さん、おいしい物を頂きました。 
寺下 卓君  土曜日、ＯＧ会楽しかったです。あり

がとうございました。 
 また、地区チーム研修へ行ってきまし

た。 
花畑重靖君  会長代理のあいさつ、海南文化協会の

ピーアールさせて頂きます。 
早川 満君  御礼。 
深谷政男君  土曜日に 1.9kg のイシダイ・2.1kg の

マダイ等、沢山の魚を釣って来ました。 
山畑弥生君  ＯＧ会楽しかったです。皆さんありが

とうございました。 
亀岡弘昭様  久しぶりにお世話になります。 
(高野山 RC) 
 
 
 
 
 

煉瓦を 1 個づつ積んで！ 

2004年 12月に東南アジアで発生した津波の被害は

一度だけの手当てでは、再建出来ません。ロータリア

ンのイライアス・トーマスⅢ世とマーク・リトルは、

一人一人の地道な作業で再建が可能であると考えて

おります。津波災害救援に小切手を送る代わりに、米

国、メイン州、サウスバーウイッククラブのトーマス

前地区ガバナーと英国のノーウイッチ・セント・エド

モンドクラブの会員リトル氏が、印度の津波罹災者用

の家を南印度の、ポンデイチェリー州の海岸に在る、

パンニシツ村に作ることにしました。トーマス前 DG

とリトル氏は英米両国のロータリアンから、併せて米

貨 175,000＄を復旧の呼び水用として持参し、「希望

プロジェクト」を立ち上げる準備をしてきました。現

地の色々な規制で建設が遅れましたが、遂に 2006 年

1 月に建設が始まり、希望プロジェクトの作業は 4ケ

月で 100 家族用の建物が殆ど完成しました。地元の建

設関係者は支援する少数の印度の 10 代のローターア

クター達が汗を流して働くのを見て、非常に驚きまし

た。彼等は自分の仕事をやらずに、地球の反対側に来

て、地面を掘り起こし、この人達は何をして居るのだ

ろうと思いました”と語りました。 

次年度テーマ 

”率先しよう”と訴える

「Lead the Way」

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 


