
 
 
 
 
 
 
 

第 1460 回例会 18 年 10 月 2日(月) 
   海南商工会議所   19:00～ 

 

１．開会点鐘       会長 新垣  勝 
２．国歌斉唱       「君が代」 
３．ロータリーソング    「それでこそロータリー」 

４．お客様紹介 

  海南 RC・海南東ＲＣローターアクト 

  上芝洋平様、向井新様、岩井志帆様、狗巻嘉美様 

 
５．出席報告  

会員総数71名 出席者数55名 出席免除会員1名 

  出席率 78.57％ 前回修正出席率 84.29％ 

 

６．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
皆さん今晩は。本日は海

南・海南東ローターアクトク

ラブの上芝会長はじめ、狗巻

さん・向井さん、岩井さんの

３名のローターアクターが

みえてくれています。後ほど

会長から挨拶があるそうで

すのでよろしく。 

 今月は職業奉仕と米山月

間です。米山に関しては後日、

担当委員長さんからお話があろうかと思いますが、ご

協力よろしくお願い申し上げます。 

 この１０月１４日から１６日にかけて、台湾彰化東

南ロータリークラブを訪問します。できればこの際、

友好関係を確実なものにしてきたいと思っています。 

 
７．幹事報告 
○メーキャップ 
和歌山南 RC 中村 雅行君 ９月２２日 

 和歌山北 RC  中村 雅行君 ９月２５日 

 
○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦 RC  

10 月 5 日(木) → 10 月 5 日(木) 12:00～  

大門坂(那智山ふもと)周辺の清掃 

 10 月 12 日(木) → 10 月 12 日(木) 18:30～ 

 勝浦シティプラザリゾートホテル（夜間例会） 

 10 月 19 日(木) → 10 月 21 日(土) 12:00～ 

      新宮商工会議所ＩＭ会場 

 

８．お客様スピーチ 

海南・海南東ローターアクト会長 上芝 洋平様 

皆様今晩は。海南・海南

東ローターアクトクラブ

の今期会長をさせていた

だいております上芝です。

本日は夜間例会にお招き

いただきまして本当に有

難うございます。 

今年の３月に全国ロー

ターアクト研修会が大坂

泉佐野の全日空ゲートタ

ワーホテル大阪で２日間開催されました。２年間の準

備をかけた大きな大会でしたが、皆様方からのご指

導・ご支援により無事に終了することが出来ました。

この場を借りまして御礼を申し上げます。本当に有難

うございました。 

海南・海南東ローターアクトクラブの昨年度の会員

は少数で、実動会員は３～４名でした。今期に入りさ

らに厳しくなり、私と狗巻君の２人になっておりまし

た。そんな時に海南東ロ―タリークラブの岩井先生の

お力添えによりまして、女性３名を紹介していただき

しました。全研も終えてやや燃え尽き感があったので

すが、お蔭様で私も狗巻君も元気になり、やる気が出

てきました｡ 

 

 

 

 

 

 

 

これからの会の方針ですが、クラブとして一番大切

に考えて行きたいと思う目標は、地域の皆さんに有難

うと言われる活動です。10 月末に養護施設｢あさひ学

園｣の子供達との交流があります。交流開催にあたっ

て学園の園長さんと打ち合わせをさせていただいて

いる最中ですが、私たちの活動を大変歓迎していただ

きました。なかなか外の人と交流する機会が少ない生
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徒にとって大変貴重な時間です、と言っていただきま

した。ローターアクトをやっていて、人に有難うと言

われる活動がすごく大切だと思っております。そうい

う活動を熱心にすることで達成感・やる気・喜びなど

を味わうことによってローターアクト活動をずっと

続けていけるようになるんだと思います。まだまだ少

数ですが頑張って活動を続けて行きますので、皆様方

には今後ともご指導・ご鞭撻を賜りますようお願い申

し上げます。 

 
９．次回例会 
第 1461 回例会 平成１８年１０月１６日（月） 

12：30～ 海南商工会議所 ４F 

 
10. 閉会点鐘 

 

 

 

１０月お祝い 

○会員誕生日 

 ２日 中村 文雄君  １４日 小久保 好章君   

 ２日 魚谷 幸司君  １８日 山本 敬作君 

 ５日 大江 久夫君  ２６日 谷脇 良樹君          

○奥様・だんな様誕生日 

 ３日 山東 久枝様  ２０日 岩井 まり子様 

１３日 大澤 喜久子様 ２４日 瀬藤 憲康様 

１４日 大川 淳子様  ２５日 青木 みゆき様 

○結婚記念日 

 ４日 角谷 勝司君  １７日 上芝 良造君 

 ６日 大澤 祥宏君  １８日 田中 丈士君 

 ６日 青木 美典君  １９日 木地 義和君 

１０日 新垣 勝君   １９日 上中 嗣郎君 

１２日 的場 賢美君  ２４日 山東 剛一君 

１３日 田中 昌宏君  ２５日 荻野 昭裕君 

１５日 山野 明君   ３０日 塩崎 博司君 

○一般ニコニコ 

宮田 敬之佑君 私は去年の１０月６日に家内を亡

くしました。昨年の今頃家内は意識

のない状態で辛い毎日でしたが、何

とか１年間家内なしで生きてきま

した。今後とも宜しくお願いします。 

桑添  剛君  母の通夜、告別式に大変お世話にな

りました。 

小久保 好章君 アクトの皆様メーキャップありが

とう。 

山東 剛一君  気分一新。さあ頑張るぞ。 

岩井 克次君  今日はローターアクトの下津３人

娘をご招待していただきありがと

うございます。 

吉田 昌生君  ここ一ヵ月の間に部分的ですが東

海道・熊野古道・山辺の道の三大古

道を歩いてきました。 

花田 宗弘君  谷川岳他那須の山々に登ってきま

した。 

柳生 享男君  孫の初舞台に行ってきました。孫の

運動会もあり大忙しです。 

奥村 匡敏君  山名さんお世話になりました。 

山田 耕造君  ９月３０日海南市展で小椋さんの

写真を鑑賞しました。性格どおり明

るく豪快な写真でした。花畑さんの

写真は素晴らしすぎて、何と言って

よいのかわかりません。 

吉野  稔君  新垣会長、母親のことでお世話にな

りました。 
 
 
 
 
 
 
イエメンの保健担当官を 

ポリオ撲滅の英雄に 
世界ポリオ撲滅計画は、6 月 21～22 日にかけてイ

エメン・サナアで開催したポリオ撲滅に関する会議で、

ポリオ撲滅のボランティア活動中に交通事故で亡く

なったイエメンの保健担当官アデル・モハンマド・ハ

ッサン・アルジェブリ氏を英雄としてたたえ、ポリオ

撲滅英雄賞を授与。このことがスーダンのポリオ・プ

ラス委員会委員長により国際ロータリーに伝えられ

ました。イエメンの保健大臣はこの賞を亡くなったア

ルジェブリ氏の父に手渡し、彼の家族に政府、そして

世界ポリオ撲滅計画の感謝と哀悼の意を表しました。 
賞状と賞金を授与する今回の表彰は、ポリオ撲滅英

雄基金から授与されます。この基金はアメリカ・アト

ランタに拠点を置くアメリカ疾病対策センター財団

によって、ワクチン投与などの活動中に死亡、または

重症を負うボランティアたちをたたえる目的で、

2000 年に設立。ロータリー財団もその設立にあたり、

5 万米ドルの資金援助を行っています。 
 

新世代のためのパートナープロジェクト 
アメリカ・カリフォルニア州ロスアルトス・ロータ

リークラブは、児童・生徒たちの出席率と成績の向上

に貢献しました。この成功により、同クラブは、6 月

に、新世代のためのパートナープロジェクトにおける

国際ロータリーの意義ある業績賞を受賞しました。ロ

スアルトスＲＣは、1995 年、このプロジェクトに着

手。初めに、小学生の学習指導員を募りましたが、次

第に高校教員や裁判所の少年指導官まで参加するに

なりました。彼らが目標を設定し結果を出せるよう相

談・指導したところ、児童・生徒の成績が著しく向上

しました。また、子どもたちと指導教員との関係は卒

業後も続き、定期的な相談が続けられています。現在、

40 人の小学校の学習指導員と 120 人の高校教員が参

加し、さらに他クラブとの連携を図る予定です。地元

では、新しいボランティアを常に募っており、地域ぐ

るみの活動を広げています。 
 

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


