
 
 
 
 
 
 
 

第 1482 回例会 19 年 4 月 9 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       「奉仕の理想」 
３．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 前回修正出席率 71.43％ 

 

４．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
みなさん今日は。暖かい

いい季節になってまいりま

した。昨日は地区協議会に

次期役員、理事、担当委員

長様ご苦労様でした。私は

欠席して申し訳ありません

でした。 
地区協議会が開催される

と、もう私はホッとすると

ころですが、１２日には彰

化東南ロータリークラブの歓迎例会、１３日は観光案

内、１４日は地区大会一日目で幹事と一緒に地区指導

者育成セミナーとＲＩ会長代理ご夫妻歓迎会、１５日

は皆様とご一緒に地区大会二日目に参加と、ホッとす

る間がありません。 
さて、今月は雑誌月間です。それに因んで、久しぶ

りに雑誌委員長で元会長の上中さんに卓話をお願い

しております。ご清聴ください。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ 
 海南ＲＣ     山名正一君    ４月４日 
 和歌山東ＲＣ   中村雅行君    ４月５日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河ＲＣ ４月１８日（水）→ ４月１４日（土） 

１５日（日） 
 地区大会 

 
７．2007～2008 地区協議会 

４月８日（日）、全日空ゲートタワーホテルで地区

協議会が開催されました。当クラブより次年度会長・

役員・地区委員長が出席いたしました。 
 
ＲＩのテーマは“ロータリーは分かち合いの心” 
       “ＲＯＴＡＲＹ ＳＨＡＲＥＳ” 

 
８．会員卓話 

○ロータリーの友について 
    広報・雑誌委員会  上中嗣郎委員長 

 皆さんこんにちは。長ら

くのご無沙汰です。お話し

するのも少し離れますと、

ちょっとドキドキするも

のです。本日は雑誌につい

て少しお話しをさせてい

ただきます。 
 ロータリアンは三つの

大きな義務があるます。会

費の納入・例会の出席・ロータリー雑誌の購読です。

ロータリーの友は我々の機関誌であると共に、それを

読む義務があると言われています。世界各国には、３

０の地域雑誌と機関雑誌「THE ROTARIAN」合わせ

て３１のロータリーの雑誌があります。「THE 
ROTARIAN」は月間で５０万部印刷されています。

日本のロータリーの友は１０,８００部作成され各ク

ラブに配布されています。 

 雑誌委員会の役目はロータリーのクラブ細則で、ロ

ータリー誌に対する読者の関心を喚起し、雑誌月間を

主催し、クラブの例会プログラムにおいて毎月の雑誌

の簡単な紹介を手配し、新会員の教化に雑誌を利用す

ることを奨励し、ロータリアンでない講演者に雑誌を

贈呈し、図書館、病院、学校その他の図書閲覧室のた

めに国際奉仕並びにその他の特別購読を取り計らい、

ニュース資料と写真を雑誌編集者に送り、その他あら

ゆる方法によって雑誌を本クラブ会員およびロータ

リアン以外の人々に役立てるものとすると示されて

います。 

 本日はロータリーの友４月号と地区雑誌委員長の

脇村さんのプリントを配布させていただきましたの

でご覧いただきたいと思います。ロータリーの友は毎

月読んでいると興味のわく内容が多々ありますので

是非読んでいただきたいと思います。有難うございま

した。 
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９．次回例会 

第 1483 回例会 平成 19 年 4 月 12 日（木） 
    於 ロイヤルパインズホテル  18：30～ 

台湾・彰化東南ＲＣとの合同例会 

 

10．閉会点鐘 

 

 
 
 
寺下 卓君  昨日は地区協議会への出席ご苦労さ

までした。土曜日は雨の中で第３回目

の野球練習を行い、皆さんずぶ濡れに

なりました。次回はナイター練習を行

いますのでよろしくお願いします。 
上中嗣郎君  本日、卓話をいたします。 
上野山雅也君 塩崎さん、大江さんお世話になりまし

た。 
塩崎博司君  昨日、春祭り、餅まき盛大に出来まし

た。 
角谷勝司君  昨日、湯浅沖で６７ｃｍの鯛を上げま

した。 
林 孝次郎君 桑添さんに台湾の国旗・国歌をご寄付

していただきました。有難うございま

す。サンコーさま、最新作の品を彰化

東南クラブへのお土産をいただき有

難うございました。 
中西秀文君  昨日は地区協議会に行ってきました。

参加された皆様ご苦労様でした。 
阪口洋一君  昨日は地区協議会に行ってきました。

山名さんお世話になりました。 
深谷政男君  昨日、山名さんにお世話になりました。 
山畑弥生君  山名さん昨日はお世話になりありが

とうございました。 
岸 友子君  山名さん、昨日は地区協議会でお世話

になりました。 
谷脇良樹君  地区協議会、山名エレクトありがとう

ございました。 
山名正一君  地区協議会参加の皆様ご苦労さまで

した。 
新垣 勝君  岸さん地区協議会への出席ありがと

うございました。 
       土曜日に藤白神社で花見してきまし

た。桜きれいでした。 
吉野 稔君  田中丈士さんお世話になりました。 
 
 
 
 
 
 
はるか彼方の海岸へ病院航行を支援 
 
最先端技術をもつ病院が、世界で最も貧しいリベリ

アの何千もの患者に無料で医療を施すために、海路で

もうすぐ到着します。リベリアのモンロヴィア海岸に

今年の夏到着予定の世界最大級の病院船の一つであ

る Africa Mercy 号は、世界中のロータリアンの支援

を得て、イギリス・

ニューキャッスルを

出発しモンロヴィア

港への処女航海を終

えるでしょう。2 年

間でイギリスとアイ

ルランドのロータリ

アンたちは、6,250 万ドルを寄付して、6 つの手術室、

歯科診療所、80 床ある病室、医療スタッフとボラン

ティアのための 500 客室を設置、さらに寄付した約

140 万ドルで、眼科の治療を可能にする設備や、約

40 か国の人と交流できるラウンジを作りました。 
アメリカ・フロリダのジャクソンビルロータリーク

ラブのロータリアンも、単独のクラブでは最も多額な

28 万 5,000 ドルを寄付しました。同クラブでは、ロ

ータリー財団のマッチンググラント 15 万ドル受けて、

約 50 万近くを寄付しています。 
 
ロータリーの奨学金で 

海外の大学に行きませんか？ 
 
2002 年に創設されたロータリー・センター（平和

および紛争解決の分野における国際問題研究のため

のロータリー・セン

ター［通常は単にロ

ータリー・センター

と呼ぶ］）は、この企

画に参加された方々

からご好評をいただ

いております。この

奨学金をもらってす

でに学業を終えた

人々は約 190 人にの

ぼり、それぞれの仕事を通じて世界平和の促進に重要

な役割を果たしています。また、現在も 100 人を超え

る学生たちが日夜勉学に励んでいます。 

 日本のロータリアン（ロータリークラブの会員）

は、ロータリー世界平和フェローに対して、さまざま

な形で支援しています。世界に 6 つあるロータリー・

センターの一つ、国際基督教大学（ＩＣＵ）をホスト

しているだけでなく、ロータリー・センターへの財政

的な援助で日本は世界のリーダーでもあります。 

 一方、過去 5年間にこの奨学金（フェローシップ）

を利用した日本人学生の数は、アメリカ人 93 人の 8

分の 1、わずか 13 人（うち 1 人は次年度に延期）に

すぎません。私たちは、もっと多くの日本人がこの制

度を利用して海外の大学院で修士の学位を取得し、各

地で起きている紛争の解決や平和問題のエキスパー

トとして活躍していただきたいと願っています。 

４月はロータリーの「雑誌月間」です 

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 


