
 
 
 
 
 
 
 

第 1443 回例会 18 年 5月 15 日(月) 
 海南商工会議所   18:30～ 

 

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74名 出席者数47名 出席免除会員2名 

  出席率 35.28％ 前回修正出席率 80.56％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 みなさん、こんにちは。 

本日は情報勉強会です。 

次年度に向けて、しっかり勉

強してください。 

宮田委員長よろしくお願い

します。 

 

５．幹事報告 

○例会臨時変更 
 那智勝浦 RC  
  5 月 18 日（木）  5 月 18 日（木）12:30～ 

 下里大浜（清掃例会） 
○休会のお知らせ 
 橋本紀ノ川 RC   6 月 13 日（火） 
 
６．情報勉強会   
ロータリー情報委員会  宮田敬之佑委員長 

 次年度の提言として、IDM の 

報告をお願いします。 
 
１組発表 山畑弥生君 
  会員数が多くなって、活発化

のため退会防止を一番に考えな

ければいけません。このため、同

好会や趣味の会等を通じて、新入会員の方々に同じ

輪の中に入ってもらうことが必要です。また、各委

員会で活発な活動を行い、交流を深めていくことが

大切です。 
２組発表 口井健司君 
  主な意見として①海外 RC との交流をもっと活

発化する②夜間例会の開始時間を３０分遅らせて

ほしい③新入会員の推薦者を中心にもっとフォロ

ーする④IDM の意見を理事会でもっと取り上げて

もらうなどが出されました。 
３組発表 山田耕造君 
  クラブの活性化のために出席率の向上が大切で

す。インフォメーションで出席率の大切さやメーキ

ャップ制度など新入会員に推薦者がフォローする。

出席率を高め、みんなが一緒に食事し、話をするこ

とは非常に重要なことなので、執行部はその点を考

慮してほしいとの声が強かった。 
 ○出席率について 
  質問：「年間のうち、何回出席すれば、出席義務

を満たせますか？」 
  回答：宮田委員長 「６０％の出席が必要です。

また、メーキャップは、他のクラブに前後

２週間のうちに出席するほか、地区大会、

IDM 等の行事を含め、メーキャップとし

て認めます」 
４組発表 塚本義信君 
  広報活動にもっと力を入れる。努力が足りないの

ではないでしょうか？地域への PR も必要です。 
５組発表 吉田昌生君 
  成功裏に終わった地区大会以後、やや活動が停滞

している。例会の出席率も低下している。新入会員

も増え、クラブの活性化を図るために①過去の記念

事業を振り返り、より多くの会員の参加を促して現

場を点検するなかで、地域とのつながり、市民の理

解を得られ、会の活動に誇りをもつ。具体的には、

海南駅の万葉歌碑や時計塔付近の清掃し、整備する

ほか、駅構内の文庫の整備、充実を図ることなどが

考えられる②会員数が増え、相互のコミュニケーシ

ョンが希薄にならないために同好会活動の充実、新

設（囲碁、将棋等）する。ローターアクトとの交流、

協力も必要である。③クラブの活動をホームページ

で紹介、PR する④夜間例会も会員相互の交流の場

として、プログラム、食事内容等、一工夫すべきで

あるなどの意見が出されました。 
６組発表 吉野 稔君 
  話題は今までの報告に共通しています。海南RC、

海南西 RC との交流をもっと活発にする。夜間例会

を多く、チャーターメンバーから今までの活動につ

いて話を聞く機会を設け、RC の理解を深めてもら

いたい。 
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７組発表 田村能孝君 
  今までの報告と同じです。 
８組発表 青木美典君 
  退会防止はもちろん、こじんまりした同好会を活

発化する。国内の RC との友好も大切で、四国の松

平家のある RC と交流してみてはどうか？ 
○宮田委員長 「みなさん、手続要覧を是非、読んで

ください」 
 
７．次回例会 

第 1444 回例会 平成１８年５月 22 日（月） 

   12：30～ 海南商工会議所４F 

会員卓話  職業奉仕委員長 山田耕造 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

中村 雅行君  ５月１０日に勲章を頂きました。皇

居へ天皇陛下に拝賜に参りました。 

塩崎 博司君  ホームテレホンの会社から、電話代

が無料になるとの話が有料になり、

山野さんの助言で解約しました。

NTT とかの名称にごまかされない

よう気をつけてください。 

桑添  剛君  先週、六甲国際名門コースのサント

リーレディースが開催されるイン

かアウトでゴルフをして、最初のハ

ーフを 38 であがりました。大澤さ

ん、宇恵さん、田村健治さんと一緒

で、大澤さんから「お前、何か起こ

るぞ、気をつけよ」と言われ、とた

んに気弱になり、午後は実力どおり

48 か 49 でホールアウト。おかげで

ハンディがきいて、優勝しました。 

宇恵 弘純君  先程の桑添君の話ですが、午前中は

素晴らしい成績。一声で午後は奉仕

いただき、私は午後の頑張りで、頂

き物はきっちり頂戴しました。また、

昨日は上中君とゴルフし、105 点と

最近にない成績を出しましたが、頂

くものは頂いて帰りました。 

林 孝次郎君  先週、伊勢の九鬼港から、花田さん

の船に同乗し、途中、シイラを釣り

上げましたが、船酔いし、翌日は陸

路で帰ってきました。 
＊会場から（お酒は強いが、船には弱い）  

田村 健治君  この間、ゴルフの最中に船の盗難の

ニュースが入ったり、お酒の飲めな

い人が日本酒を飲んだりでしたが、

被害はないということで、もうかる

人はちゃんと儲かっていました。 

上中 嗣郎君  先程から楽しいゴルフの話があり

ましたが、私は兄弟会で四国に行っ

てきました。兄弟 10 人で、男 5人、

女 5人で、私が苦労するのは、姉の

5人の話を聞くことでした。その頃、

みんなは楽しくゴルフで羨ましく

思っていました。 

奥村 匡敏君  久しぶりにニコニコを入れます。 

山田 耕造君  新品会のみなさん。雨の中、貴志川

までご苦労さまでした。新品会例会

の残金を入れさせていただきます。 

木地 義和君  六甲カントリーへゴルフに連れて

行っていただきました。 

  

 

 

 

 

 

スキャンメールの削除を願います 
インターネットの発展につれて、不幸にもスキャン 

メールが増加し、インターネットでロータリアンを目

標にした詐欺や偽情報が増えています。 
 ロータリアンが受け取って、ＲＩ本部へ注意を喚起

するように言われ最近のスキャンメールは、ユーロミ

リオン ロテリア エスパニヨールや、英国国立宝籤

と称するメールです。特に混乱を起すのは、カール 

ヴィルヘルム ステンハマーＲＩ会長の署名やそれ

に類似する名前を使用しております。但し、署名は

"Mr. Brian Hunt"または"Mrs Emily Simon)になっ

ております。メッセージの内容は商品が当った事を祝

ったり、メールの受領者がメールの返事をすれば、賞

金の受取り代行をすると記してあります。 
 ロータリアンが、このような疑わしいメールを削除

する事を要請します。ＲＩは e メールや他の電子的方

法で、資金要請や最新の個人情報の提供を要請する事

はありません。 
 

スーダン、ポリオ防疫に成功 
スーダンでは、去る 2 月に

行われた全国規模のポリオ

防疫に次いで、4 月に実施さ

れた第 2 回全国統一防疫日

では 800 万の子供を対象に

しました。 
 ＷＨＯのカールトウム事

務所の第一次報告によると前回と同様に、今回も大成

功です”とスーダンのポリオプラス委員会のソハイ

ブ・エルバダウイ委員長が語りました。4 月 3 日に始

まり、4 日間の防疫活動には、5 万人の保健関係者や

ボランテイアと地元の有力者が内戦で連絡の困難な

地方にも戸別訪問を行いました。スーダンでは、昨年

6 月以降は新たにポリオが報告されていませんが、保

健関係者は、1 年以上も前に、ナイジェリアから入っ

てきたポリオ ウイルスの活動を阻止した事に、自信

を強めております。然し、ダルフールの情勢不安定と

スーダンが 9 ケ国と長い国境を接しているので、再び

ウイルス発生の危険が在ると注意しております。 

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 


