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第1505回例会19年10月29日(月) 
海南商工会議所   12：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング      「四つのテスト」 
３．ゲスト紹介   ルパング島ロータリークラブ 

Willie Masangkay（ウィリー マサンガ）様 
May Masangkay（メイ マサンガ）様 

４．出席報告  

会員総数69名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 77.94％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名 正一 
先週は仕事の関係でお

休みをいただき、花田副

会長にお世話になりまし

た。 

本日は、フィリピン・

ルバング島よりウィリー

さんと、奥様のメイさん

にお越しいただいていま

す。お二人はご夫婦３８

１０地区のロータリアンで、旦那様はフィリピン・ル

バング島ロータリークラブ、奥様はマニラ１０１ロー

タリークラブのメンバーです。 

 昨晩、食事を共にしましたがロータリー活動に大変

ご熱心、又、人間的にも素晴らしい方です。後ほどス

ピーチをしてい

ただきます。 

 また、本日は国

際奉仕委員長の

阪口さんと会報

委員長の塩崎さ

んにクラブ委員

長会議の報告を

していただきま

す。 

一昨日の土曜日には海南市福祉協議会の皆様と清掃

美化ボランティアに参加してきました。 

当クラブから１３名参加していただきました。有難う

ございました。一般ゴミ、ペットボトル、不燃物と軽

トラック５台分を収集しました。 

公衆道徳の欠如に脅かされました。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 藤井寺 RC      寺下 卓   10／9 
 堺フェニックス RC  寺下 卓   10／25 
○例会臨時変更のお知らせ 
 高野山 RC 
  11 月 16 日（金）→11 月 17 日（土）IM４組 

（ホスト橋本紀ノ川 RC） 
○休会のお知らせ 
 海南 RC   10 月 31 日（水） 
 
７．会員卓話 
○クラブ青少年交換委員長会議の報告 

国際奉仕委員長 阪口 洋一 

９月９日に泉大津のホテ

ルサンルート関空で開催さ

れました。青少年交換の目

的は共に、派遣先の家庭の

家族の一員として生活する

ことにより、日本の文化・

歴史などを海外の人に知っ

ていただくこと。と派遣先

の国の人情、風俗、習慣等、文化や歴史を知り、友情

を深めるための親善大使の役目を果たすことです。お

互いの国を知り、理解することにより世界の国が仲良

くしようということが大きな目的です。 

青少年交換には長期（１年間）と短期（２～３週間）

があります。応募資格は、長期は１５歳以上で１８歳

未満の高校生、短期は１５歳以上で、２２歳未満の学

生となっております。派遣可能な国は、アメリカ、カ

ナダ、ドイツ、オーストラリア、メキシコ、インド、

タイ、デンマーク、ブラジル、台湾等です。派遣され

る国の地域としては、大都会ではなくむしろ田舎が多

いようです。2640 地区の 2007 年～2008 年度長期交換

の受け入れは合計７名です。2006 年～2007 年は１１

名の交換学生がありましたが、年々減少の傾向にあり

ます。減少の原因としては、ホストファミリー（交換

学生を受け入れる家庭）が少なくなっていることがあ

げられます。日本は外国で人気があり、日本で受け入

れて欲しいと言う要望が沢山あるそうです。その理由
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は、日本のアニメ等が世界中で人気があり、そのよう

な文化が生まれる日本と言う国が知りたいというこ

とだそうです。交換学生の希望があれば、地区の青少

年交換委員会が全面的にバックアップしますので、今

後交換学生を増やす方向で各クラブは前向きに検討

していただきたい。 

 

○道路清掃の奉仕活動報告 

社会奉仕委員長 山畑 弥生 

 一昨日の 10 月 27 日（土）に

社会福祉協議会の道路清掃活

動へ参加協力して来ました。朝

９時より海南保険福祉センタ

ーを出発し、日方方面～新浜～

藤白～名高～JR 海南駅裏～コ

コ周辺～１２時頃福祉センタ

ーへ、約３時間の清掃活動をし

て来ました。 

当クラブの参加者は、山名会長さんご夫婦始め１３名

のご参加を頂き、又、宇恵さんより、お茶の寄附をし

て頂きました。小雨降る中、皆さん本当に熱心にゴミ

集めをして頂き、ありがとうございました。 

普段、運転しながらよく通る道で、そんなにゴミが

あるとは思っていなかったのですが、国道の信号の手

前中央分離帯の植え込みに、缶、ビン、タバコの吸殻

が多く散乱していました。又、道路脇の空き地の雑草

が生い茂っている場所には、必ずと言って良いほど生

活ゴミが散乱していました。 

汚いところにゴミが集まって来るし、誰か一人でも捨

てると、追随して捨

てに来るのでしょ

うか？又、いたると

ころにタバコの吸

殻が散乱しており、

これだけ禁煙圏が

唱えられている時

代なのにと情けな

くなり、「タバコ吸

殻ポイ捨て禁止条

例」の施行を市に働きかけたらどうかと思いました。 

又、社会福祉協議会会員さんの参加も少なく、今後

この活動をもっと啓発し、一人でも多くの方に参加し

て頂くことが、わが町を美化していくのかなと思いま

した。 

 

○クラブ雑誌・広報、ＩＴ委員長会議報告 

会報・IT 委員長 塩崎 博司 

地区の 2007年～2008年度雑

誌広報委員会活動計画の基本

方針は、ロータリーの広報活動

はロータリー情報を大衆に広

く伝えることですが、それはロ

ータリーと社会との間に良好

な関係を結び築くための行動

で、社会のニーズや期待に応え

る行動から生まれるものです。私たちの業績をメディ

アに載せてもらう事だけが広報の目的だけでなく、ロ

ータリーを理解して頂く行動はすべて広報活動と捉

えるべきです。折角、新聞に載っても、読者が関心を

示して読んでくれなければ何の意味もないからです。 

 私たちが目指す広報活動は、普段から人々とのコミ

ュニケーションを通じて地域社会とよい関係を築き、

公共の認知度を高める行動であり、一人でも多くのロ

ータリーファンを作り、ロータリーに対する理解と共

感を得ることです。 

 

８．次回例会 

第 1502 回例会 平成 19 年 11 月 5 日（月） 

18：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

９．閉会点鐘 

 
 
 
 
新垣 勝君  清掃のお礼      

山畑弥生君  清掃活動、お疲れ様でした。皆さんご

協力有難うございました。 

花田宗弘君  ウィリーさん、メイさん、ようこそお

出で下さいました。 

塩崎博司君  ウィリーさんよくいらっしゃいまし

た。日本の旅を楽しんで下さい。 

山名正一君  ウィリーさん、メイさん、海南東ＲＣ

へ、ようこそお越し下さいました。 

林孝次郎君  ゴミ掃除、カゼひきでサボリました。

また、ＷＩＬＬＩＥさんの来訪歓迎し

ます。 

上中嗣郎君  社会奉仕活動欠席しました。申し訳あ

りません。 

上芝良造君  10/27 奉仕活動、早退してすみません。 

中村雅行君  全国公平委員会・連合会副会長に再任

されました。 

阪口洋一君  青少年交換委員長会議の報告をさせ

て頂きます。 

 

 

 

 

 

国連協会がロータリーに人道賞を授与 
 

ニューヨーク国連協会は 10 月 25 日、国際ロータリ

ーとロータリー財団に 2007 年人道賞を授与しました。

同賞は、安全な水の提供と保健衛生活動、世界各地で

継続可能な開発に努めるロータリーの卓越した貢献

をたたえるものです。人道賞は、毎年 10 月 24 日の「国

連デー」を記念して授与されるものです。今年の人道

賞は世界的な水問題に焦点を当てており、ユニリーバ

元会長のアンソニー・バーグマンズ氏、ならびにシル

ク・ドゥ・ソレイユの「ワン・ドロップ財団」にも贈

られました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


