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第1509回例会19年11月26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  「それでこそロータリー」 
３．出席報告  

会員総数69名 出席者数52名 出席免除会員1名 

  出席率 76.48％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

４．会長スピーチ      会長 山名 正一 
 この３日間、天候に

めぐまれました。３連

休の会員さんもおられ

たことと思いますが、 

如何過ごされましたで

しょうか？  そのよう

な中で、昨日当クラブ

の野球部が全国ロータ

リークラブ野球大会の

和歌山予選に参加され、

田辺市のグリーン球場

において新宮ロータリークラブと対戦されました。健

闘空しく１４対６で敗退しました。来期を期待します。

本当にご苦労様でした。 

 また昨日、海南３クラブの親睦ゴルフコンペが幹事

の海南ロータリークラブのお世話で行われましたが、

残念ながら団体競技で３位となりまた。選手の皆様お

疲れ様でした。 

 １０月の理事会において、CLP の検討委員会の設置

と委員の指名を議決しました。 

委員は前年度の新垣会長から遡って直近の歴代会長

５名です。新垣さん、塩崎さん、上中さん、田中さん、

宇恵さんです。CLP は導入の如何に関わらず避けては

通れない問題ですので是非ともご検討をお願いいた

します。 

 次週１２月３日は、細則第１節による年次総会です。

次年度理事役員の選挙となっています。全員ご出席の

ほどお願いいたします。 

 遅くなりましたが、１１月はロータリークラブ財団

月間と並んで５日を含む１週間インターアクト週間

でした。インターアクトについて少し話してみます。

ロータリークラブ提唱の世界的団体で、高校在学中ま

たは１４歳から１８歳の青少年が入会できます。１９

６０年１０月２８日にアメリカ・フロリダ州のメルボ

ルン高校インターアクトクラブが結成され、スタート

したのが始まりと云われています。目的は、「奉仕と

国際理解の増進を目的として世界的友情のうちに活

動する機会を青少年に与えることにある。」これは単

なる青少年活動、又は青少年奉仕ではなくロータリー

と青少年の共同事業であると云われています。 

 運動としては「小さな親切運動、清掃奉仕」等が行

われているようです。ちなみに日本においては 1963

年６月２７日仙台東ロータリークラブ提唱で宮城県

の仙台育英学園高校で１００人を超える会員で結成

され、当時としては世界最多だったようです。  

 私の私見ですが、青少年の健全育成を考えますと、

将来においてインターアクトクラブの結成も視野に

入れて良いのではないかと思います。 

 

５．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山東南 RC 12 月 19 日(水) 12 月 22(土) 

18:30～ アバローム紀の国 
(クリスマス親睦家族例会) 

 海南 RC    12 月 19 日(水) 12 月 19 日(水) 
12:30～ 和歌の浦アートキューブ 

○休会のお知らせ 
 和歌山東南 RC 12 月 26 日(水) 
○レート変更のお知らせ 
 12 月１日から １＄ ＝ 112 円 
 
６．委員会報告 
○社会奉仕委員会      委員長 山畑弥生君 
 地区エイズ募金に前回の例会でご協力いただき、有

難うございました。募金額は 29,661 円です。 
 また、12 月１日の午後 1 時から、和歌山駅でエイ

ズイベントが行われます。よろしくお願いします。 
○国際奉仕委員会      委員長 阪口洋一君 
 第 99 回 RI
国際大会（ロ

サンゼルス）

の参加募集の

案内が来ています。会期は来年６月 15 日～18 日とな

っています。多くの参加をお願いします。 
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○新世代委員会       委員長 中西秀文君 
 国際ロータリー第 2640・2650・2660・2680 地区

ローターアクトの四地区情報交換交流会が、平成 20
年１月 13 日に姫路キャッスルホテルで開催されます。

参加よろしくお願いします。 
 
７．会員卓話 
海南東 RC 野球部「その軌跡と行方」 

  監督 岩井克次君 

昨日、我が野球部が全国

ロータリークラブ野球大会

の和歌山予選に参加いたし

ました。田辺市のグリーン

球場において新宮ロータリ

ークラブと対戦いたしまし

たが、残念ながら１４対６

で負けてしまいました。 

今年の春は記念大会とい

うこともあって、甲子園で試合することができました

が、来年は出場できません。しかし、再発足して 2

年目ですので、これから練習を重ね再チャレンジいた

します。海南東ＲＣロータリークラブの紹介をさせて

いただきます。チーム名は「Rotary Club Of Kainan 

East」で、発足は平成 19 年 10 月１日です。チームの

目的は「親睦と健康増進」で「全国ロータリークラブ

野球大会(甲子園)出場を目指そう！」です。また、練

習日は、毎月、第２土曜日・第４土曜日です。会費は

月額 5,000 円。メンバーは１７名です。引き続き、皆

さんのご支援、ご協力、応援の程、よろしくお願いい

たします。 

 

８．次回例会 

第 1510 回例会 平成 19 年 12 月３日（月） 

18：30～ 「初音」 

９．閉会点鐘 

 

 

 

山畑弥生君  野球部のみなさん！ご苦労様でし

た。昨日は小椋さんにお世話になり

ました。 

阪口洋一君  24 日の土曜日に花田さんにヨット

に乗せてもらい楽しい時間を過ご

しました。有難うございました。 

小椋孝一君  ピッチャーで６回投げましたが、負

けました。 

中西秀文君  野球部のみなさん！お疲れ様でし

た。レベルアップしていました。 

新垣 勝君  電車で若者に席を譲られて、複雑な

気持ちでした。 
林 孝次郎君 自衛隊から感謝状をいただきまし

た。 
宮田敬之佑君 同級生の女性 5 人と観心寺の紅葉

を見に行きました。 
塩崎博司君  先週、的場さんの御子息にお世話に

なりました。 
谷脇良樹君  野球に行けず、ごめんなさい。 
岩井克次君  野球の試合、選手の皆さん、山畑さ

ん(マネージャー)ご苦労様でした。 
柳生享男君  野球部のみなさん！昨日はお疲れ

様でした。 
的場賢美君  塩崎さんにお世話になりました。 
上野山雅也君 岩井さん(監督)、昨日はお世話様で

した。野球部のみなさん！お疲れ様

でした。 
 

 
 
 
 
 
歌手のビヨンセさんが 

エチオピアでポリオ予防接種 
10 月 18～20 日、アメリカとカナダから 70 人以上

のロータリアンが参加し、エチオピアで現地のロータ

リアンやボランテ

ィアらとともにポ

リオ撲滅のための

全国予防接種キャ

ンペーンを展開し

ました。その期間中

の 20 日、アディス

アベバでの公演を予定していた世界的に有名な歌手

のビヨンセ・ノウルズさんが、公演を前にキャンペー

ンのグループと会い、経口ポリオワクチンの投与を手

伝いました。 
このキャンペーンを主導するアメリカ・ワシントン

州シアトルのユニバーシティーディストリクトロー

タリークラブのエズラ・テショメ会員は「ビヨンセさ

んは、資金を提供するだけでなく、実際に現地に足を

運んでワクチンを投与している私たちの懸命な活動

に感動したようです」と説明。10 人の子どもにワク

チンを投与したビヨンセさんは「子どもに予防接種を

行うよう、すべての親たちに呼びかけたいと思います。

この予防接種は、子どもたちにとって、とても大切な

のです」と語りました。なお、エチオピアではソマリ

ア周辺国での集団感染以来、2005 年に 22 件、2006
年には 17 件の症例が記録されましたが、近年行った

ポリオとの闘いが目覚しい成果を上げ、今年はまだ一

件もポリオの症例が報告されていません。 

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


