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第 1506 回例会 19年 11 月 5日(月) 
海南商工会議所   18：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
３．ビジター紹介 

有田 2000RC 家本 欣明 様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数40名 出席免除会員1名 

  出席率 58.82％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名 正一 
先週、フィリピンか

らロータリアンであ

るウイリーさんご夫

妻がお見えになりま

たが、例会後、時間が

ありましたので国際

委員長の阪口さん

共々、中野 BC さんに

お世話になり工場と

庭園の見学、藤代神社

に行かせていただき

ました。ルバング島を是非ともを訪問してください。

お待ちしています。皆様によろしくお伝えくださいと

のことです。 

 さて、来月１２月第一例会は年次総会となっており

ます。クラブ細則第３条第１節により、その１カ月前

に会長ノミニー、副会長、幹事、会計、会場監督、５

名の理事の指名のための指名委員会を設置しなけれ

ばならないことになっています。ご意見がなければ、

慣例により、現理事会のメンバーを以て指名委員会と

させて頂きたくお計りいたします。ご賛同ありがとう

ございました。 

今年度も３分の１が過ぎました。私も会長職をお引

き受けしてから、私なりに一所懸命努めさせていただ

いていますが、ご満足いただけないことも多々あるこ

とと思います。残りの期間も皆様のご協力を得ながら

会長職を努めますのでご協力の程よろしくお願い致

します。１０月は米山月間でしたが、皆様のご協力で

保々予定額を達成することができまた。更なるご協力

をお願いいたします。引続いて今月はロータリー財団

月間です。レートは現在 116 円です。ロータリー財団

資金はロータリー活動の重要な原資ですので、一人当

たり 200 ドル目標でお願いします。 

 少し早いのですが、新年夫婦例会が明年の１月７日

にホテルグランビアにて開催します。現在、親睦委員

会で計画していますので、奥様共々、多数ご参加いた

だきますようお願いいたします。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山東南 RC 中村 雅行君 10／31 
 有田 2000RC 寺下  卓君 10／31 
○例会臨時変更のお知らせ 
 粉河 RC 
  11 月 14 日（水）→11 月 14 日（水） 

12：30～13：30 粉河商工会 2 階会議室 
  11 月 28 日（水）→11 月 29 日（木） 

12：30～ 粉河ふるさとセンター 
ガバナー公式訪問 ２クラブ合同例会 

 橋本紀ノ川 RC 
  11 月 20 日（火）→11 月 17 日（土） 

橋本市東部コミュニティーセンター IM4 組 
 海南西 RC 
  12 月 13 日(木)→12 月 15 日(土）18：30～ 

「初音」忘年会 
○休会のお知らせ 
 和歌山北 RC   11 月 19 日（月） 
 
７．次回例会 

第 1507 回例会 平成 19 年 11 月 12 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

８．閉会点鐘 

 

 

 

 
○会員誕生日 

 １日 早川 満君    １日 谷口誠也君 

 ３日 山野 明君    ４日 前田洋三君 

 ９日 吉田昌生君   １１日 大川幹二君 

１４日 奥村匡敏君   ２５日 花畑重靖君 

２７日 深谷政男君   ２９日 岩井克次君 
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○奥様誕生日 

  １日 山名道代様   ２１日 林 美紀様 

 ２６日 木地チズヨ様 

○結婚記念日 

  １日 寺下 卓君    ３日 田村健治君 

  ３日 上田善計君    ５日 宮田貞三君 

  ６日 塚本義信君    ８日 岩井克次君 

１１日 田村能孝君   １２日 井本充彦君 

１２日 奥村匡敏君   １６日 楠部賢計君 

２１日 花田宗弘君   ２２日 中村雅行君 

２３日 西川富雄君   ２７日 林 孝次郎君 

○一般ニコニコ 

宮田敬之佑君  東浜でタイの人に会いました 

名手 広之君  昨日、久しぶりに生石山を歩いて

きました。 

林 孝次郎君  10 月６日で１００才の父親と大

山の山へ行ってきました 

吉野  稔君  山名会長、先日から何かとありが

とうございました 

山名 正一君  家本様、ようこそお越し下さいま

した。 

寺下  卓君  有田２０００ＲＣの家本様、よう

こそいらっしゃいました。先週は、

ありがとうございました  

家本 欣明様  初めまして、前々より来たかっ

(有田 2000RC)   た。貴クラブに来られてうれしい 

です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

世界インターアクト週間の 

祝い方を見つけよう 
毎年、11 月 5 日を含む一週間は、

世界インターアクト週間です。イ

ンターアクトとは、ロータリーが

14～18 歳までの若者のためにス

ポンサーをする奉仕クラブで、指

導力を養成する一方で、重要な奉

仕プロジェクトに参加する機会を与えるものです。 

ルーマニアのブラソフインターアクトクラブでは、血

液保存量を増やすためにブラソフの輸血センターで

の献血を呼びかけ 100 人以上のも献血者を集めまし

た。ルーマニアの献血率はヨーロッパで最低の 1.7％。

その結果ブラソフの病院では危機的な状況に陥って

いて、血液不足から輸血を必要とする外科手術ができ

ないでいます。 

2 月の 2週間、インターアクトクラブの会長、アンド

レア・ティンピアさんほか 26 人のインターアクター

は、ブラソフ中の高校、大学を訪問し、パンフレット

やポスターを配るなどして献血の重要性を説明して

回りました。インターアクターたちは血液センターの

ローレンティア・フロアさんとともに地元のテレビに

出演し、キャンペーンの開始を知らせました。 

輸血センターでは少なくとも 1 日 50 人の献血を必要

としていますがこのキャンペーンが行われる以前の

献血者数は平均して 1日わずか 5人、しかし広報やキ

ャンペーンの開始によってその数は 20 人にもなりま

した。インターアクトクラブと血輸血センターでは、

献血者が毎日 50 人になるよう活動を続けていく予定

です。 

「献血に対するルーマニア人の考え方を変えるキャ

ンペーンにやる気満々で参加しています。世の中の役

に立つ機会を与えてくれたインターアクトでうれし

いです」とアンドレアさんは話します 

 

 

 

ウィルフリッド J. ウィルキンソンＲＩ会長

ロータリー財団は、ロータ

リーの国際的な人道的奉仕を

動かすエンジンの役割を担っ

ています。ロータリー財団が

なければ、ロータリーの代表

的なプログラムの多くは存在

しなかったでしょう。ポリ

オ・プラスもなければ、人道

的補助金、国際親善奨学金や

世界平和フェローもなかった

ことでしょう。財団がなかっ

たら、ロータリーは、全く違ったものになり、また、

世界の中であまり力をもてなかったでしょう。 

11 月は年次寄付をする月に 

 私は、皆さま方一人ひとりに、ロータリアンとして、

この月を、財団へ年次寄付をする月として選ぶように、

そして、この寄付が今年限りではなく、毎年同じよう

に続けていただくことを、お願いしています。私自身

もこの約束を、真面目に考えています。妻と私は、メ

ジャー・ドナーレベルまで寄付していますし、子ども

たち全員もポール・ハリス・フェローです。私たち家

族はみな、自分たちの寄付がどれくらい意味があり、

私たちが深く大切にしている組織をどれくらい強固

にしているかを肌で感じています。 

みんなでやればもっと多くのことができる 

 私たちがみんなで一緒にやれば、一人ではできない

ような、もっと多くのことができるというのが、ロー

タリーの基本原則です。ロータリー財団は、私たちが

自分たちの資金を蓄え、お互いが助け合い、それによ

ってほかの方法では単に達成できないで終わってし

まう高水準の奉仕を行うことを可能にしているので

す。 ロータリー財団は私たち全員のためにあり、そ

のために私たちには責任があるのです。そのような意

味で、私たち一人ひとりが「毎年あなたも 100 ドルを」

という要請に応えなければならないのです。 

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

http://www.rotary.or.jp/ri_president_wilkinson/index.html

