
 
 
 
 
 
 
 

第 1478 回例会 19 年 3月 12 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
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71名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 71.43％ 前回修正出席率 72.86％ 

 

４．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
みなさん今日は。海南ロ

ータリークラブの門脇様、

ようこそお越し戴きました。

本日は献血例会ということ

で、ざわついておりますが

ご容赦ください。米山奨学

生の王さん、ようこそ！ロ

ータリークラブでの一年間

に亘るお世話は今月で終了

します。毎月の例会にご出席ご苦労様でした。また日

本に来られることがございましたら、是非当クラブに

もお立ち寄りください。何時でも歓迎いたします。 
 先日来申し上げている会員義務の三つ目、ロータリ

ーの友の購読義務についてですが、全ての内容をきっ

ちり読破することは難しいと存じますが、この本には

ロータリー情報が満載されております。ロータリーの

言葉が難しいとか、ロータリーが良く分からないなど

と時々耳にします。せめてロータリーの友が配布され

たときは、大きな項目だけでも覘いてみてください。

そして、その中の興味のある部分だけでも読んで頂け

れば、ロータリーに関する理解が更に進むとものと思

います。因みに、今年度の８月号には「ロータリーの

基礎知識」が詳しく載っています。９月号には「青少

年プログラム」について、１１月号には「ロータリー

財団」について詳しく掲載されておりますし、「米山

記念奨学会事業」について８月号以来ずっと連載され

ております。折角の身近なロータリー情報ですので、

ご活用戴きますようお願い申しあげます。 
 
５．幹事報告 
○メーキャップ   

和歌山東南ＲＣ 3 月 7 日  寺下 卓君 

○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河ＲＣ    3 月 28 日(水) 3 月 24 日(土)～ 

25 日（日） 
                 １泊家族例会 
 和歌山中ＲＣ  3 月 30 日(金) 3 月 31 日（土） 

18:30～ あおい茶寮 
（観桜家族会） 

 岩出ＲＣ    ４月５日(木) 4 月５日(木) 
19:00～ 根来・徳助 

（花見例会） 
         4 月 26 日(木) 4 月 26 日（木） 

早朝例会・大宮神社周辺予定 
 橋本紀ノ川ＲＣ 4 月 17 日(火) 4 月 15 日（日） 

地区大会 
 
６．王 慧恵さん(米山奨学生)スピーチ 

皆様こんにちは。奨学生

の王慧恵でございます。い

つもお世話になっていま

す。留学のために日本にや

ってきてもう少しで５年

目に入ります。４年間の間

に悲しいことがありまし

たが、楽しいことも沢山あ

りました。特に昨年の４月

から今までの１年間海南

東ロータリークラブに配属されて以来色々な勉強と

経験をさせていただきました。私にとって宝物のよう

なものです。しかし皆様と一緒にいる１年間は本当に

早かったです。振り返ってみますと、米山奨学生に受

かって海南東ロータリークラブに配属された最初は

うれしく思いながら不安も少しありました。その不安

というのはどのように頑張っていったら、皆様と一緒

に楽しくて色々な経験させていただけるのだろうか

と言うことです。しかしクラブの活動が始まりました

ら本当によかったと思いました。 
海南に来るおかげで、和歌山の美景を拝見すること

が出来てすごく感謝しています。和歌山は大阪と近く

て海と山に囲まれた大自然に恵まれた所だと思って

います。また、紀ノ川の景色にも感動しました。大都

市のイメージと違った日本の自然の美しさを見てあ

り難く思います。また、クラブの皆様が私に親切にし
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てくれて、判らないことがあったら皆が教えてくれて

私の最初の不安は消えていました。毎月の例会、クラ

ブの活動などを通じて、私は日本人の考え方や風俗・

習慣をさらに理解することが出来ました｡その中で特

に私にとって貴重な思い出になるのは、台湾彰化東南

ロータリークラブと友好を締結するために、会長の新

垣様始め皆様が台湾に行った

時に私も同行させていただき

通訳をさせていただいたこと

でした。その日は緊張と経験

不足のため、会場では頭の中

が真っ白になってきて話すこ

とさえ出来なくなってしまい

ました。でも新垣会長の奥様

はじめ皆様から私に暖かい言

葉をかけてくれて励ましていただき凄く感激しまし

た。翌日からその言葉で立ち直った私はさらに頑張っ

て通訳は上手くゆくようになりました。そのことから、

私は人と人とのコミュニケーションの重要さをさら

に身をもって感じました。 
今日はこの場をお借りして、カウンセラーの土井様

に感謝の気持ちを伝えたいです。誕生日を覚えてくれ

て本をプレゼントしてくれ、こちらに来るたびに海南

駅まで迎えに来てくれて、活動が終わったら和歌山市

駅まで送ってくれて心から感謝しています。本当に皆

様にお世話になりました。 
１年間は長いようですがあっと言う間でした。奨学

生と皆様との交流ができてロータリー奨学会と皆様

にお礼を申し上げたいと存じます。この１年間は私に

とって人生の輝かしい１ページになりました。一生忘

れられないことであります。皆様は夢を持った私にそ

の夢を実現できるように応援してくださいました。未

来に向かって、立派な社会に役に立つ人間になり何か

貢献することができれば良いと思っています。卒業し

た後は、これまでの経験と勉強したものを生かして社

会に恩返し、台湾と日本との懸け橋になりたいと思っ

ています。これからもご指導ご鞭撻よろしくお願い申

し上げます。ご清聴ありがとうございました。 
 

７．王さんへ奨学金と米山奨学会修了証書の授与 
 

８．次回例会 
   第 1479 回例会 平成 19 年３月 19 日（月） 
      12：30～ 於 海南商工会議所４Ｆ 
 
９．閉会点鐘 

 
 
 
 
新垣  勝君  3月 8日に県教育功労賞を頂きまし

た。王さんのお世話は今月で終了で

す。真面目に出席していただき有難

うございます。３／１０～１１、久

し振りに一泊の旅行に行ってきま

した。 

山畑 弥生君  寺下さん野球のマネージャーのユ

ニフォームを作っていただいて有

難う。 

小久保 好章君 ライラのキーマン会議に行ってき

ました。出席率が悪くすみません。 

阪口 洋一君  今日も元気で出席できました。 

山名 正一君  本日の理事会を欠席させていただ

きます。御免なさい。 

山田 耕造君  昨年１１月から貴志川の平池に白

鳥が２羽きているのですが、今日散

歩の途中、頭の上を２回旋回してく

れました。 

 
 
 
 
 
ロータリー情報のツールがそろっています 
 
「ロータリーｅラーニングセンター」をご存じです

か？e ラーニングセンターは、国際ロータリー（ＲＩ）

情報を独習していただくために開設されたものです

が、パワーポイントの資料なども充実しています。特

に、新会員の方々にロータリー情報を提供するとき、

視覚的な材料があった方が、よりなじみやすくなると

思います。独習ばかりでなく、クラブ内で情報提供を

するツールとしてもご利用ください。 
新会員に向けて、「クラブ、地区、ＲＩ」「国際ロー

タリーのプログラム」「ロータリーの基本原則」「ロー

タリー財団」など、さまざまな項目のパワーポイント

が充実しています。日本語の研修から入り「ロータリ

ーe ラーニングセンター」のロゴをクリックしてくだ

さい。 
http://www.rotary.org/languages/japanese/training/
elearning.html 
 

 

 

 

 

2007 年 4 月 14 日（土） スイスホテル南海大阪 

2007 年 4 月 15 日（日） ラブリーホール 
ホストクラブ   河内長野東ロータリークラブ 

コ・ホストクラブ 河内長野ロータリークラブ 

大会テーマ 「考えよう！ロータリーの明日を」 

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 


