
 
 
 
 
 
 
 

第 1544 回例会 20 年 9月 22 日(月) 
12：30～ 於：海南商工会議所 4F 

 

１．開会点鐘       
２．ロータリーソング      「我らの生業」 

３．出席報告  

会員総数68名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 67.16％ 前回修正出席率 76.12％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

9月 13日財団委員長

会議に花田さん、9 月

14日職業奉仕委員長会

議に上南さん、9 月 21

日世界社会奉仕委員長

会議に林さんにそれぞ

れご出席いただきご苦

労さまでした。 

本日は当クラブにと

って記念すべき日です。

1975 年 8月 7日に海南

東ＲＣが国際ロータリーに加盟することが承認され

ました。そして、9月 22 日の 33 年前の今日、パスト

ガバナー原田秀雄氏立会いのもと前窪初代会長が承

認状の伝達を受けました。

名実ともに国際ロータリ

ーの一員となった記念す

べき日です。なお、伝達式

は 1976 年 5 月 16 日です。

承認番号は 1280 番でした。 

ロータリークラブの数字について触れてみます。現

在、世界のクラブ数は 32,980、会員総数は 1,226,067

名に達しています。日本のクラブ数は 2,311、会員は

94,905 名で世界の 7.7％、2000 年には 10％を超えて

いましたが、今では 2.3％も減少しています。日本で

は 34 地区に分かれており、我々の 2640 地区は 74 ク

ラブ、会員数 2,358 名です。日本の会員数の 2.4％で

す。地区では８組のＩＭに分けており、私たちはＩＭ

２組で、御坊・有田・海南の９クラブ。会員数は 321

名で地区の 21％です。私事で恐縮ですが、昔、ＩＭ

に出席した時、ゲストの方に会員数等に関して聞かれ

たことがあり、困ったことがありました。皆様方はす

でにご承知されている事と存じますがロータリーに

ついての数字に触れてみました。 

 来月 10 月 18 日～21 日まで台湾の彰化東南ロータ

リークラブのメンバー5名が当クラブを訪問するとメ

ールが届きました。両クラブの友好は田中会長年度か

ら始まり、上中会長年度、塩崎会長年度と続き、一昨

年の新垣会長年度には１年間の友好クラブの締結を

しました。1年が過ぎ、山名前会長年度で彰化東南Ｒ

Ｃの 13 周年記念式典に招待された際、姉妹クラブ締

結の要請を受けました。山名前会長は締結については

新年度で結びましょうと言って帰国しました。この件

について 9月 8日の理事会で協議したところ、締結の

名称は姉妹クラブでもよいが、内容はできるだけ互い

に負担のかからない提携内容にしたいとして、国際奉

仕委員会に提携案をお願いしています。来月の来訪の

折に締結の話とゴルフをしたいと希望しています。そ

の節は皆様、大変お忙しい時期ですが宜しくお願い申

し上げます。 

 本日、山野さんから社会奉仕委員長会議、花田さん

から職業奉仕委員長会議の報告の卓話をお願いして

います。宜しくお願いします。 

 

５．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 

 和歌山ＲＣ 花畑重靖君 9 月 9 日 

○例会臨時変更のお知らせ 

 有田南 RC 9 月 16 日(火)→9月 24 日(水) 

18：30～ 「橘屋」 

（有田３クラブ合同・ガバナー公式訪問例会） 

 田辺 RC 9 月 24 日(水)→9月 25 日(木) 

18：00～ 「シティープラザホテル」 

（４クラブ合同・ガバナー公式訪問例会） 

 和歌山中 RC  10 月 17 日(金)→10 月 15 日(水) 

18：30～  「ルミエール華月殿」 

（和歌山東南ＲＣと合同・ガバナー公式訪問例会） 

○休会のお知らせ 

 和歌山中 RC  10 月 31 日(金) 

○レート変更のお知らせ 

 １０月のレート １＄＝１０６円 
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６．会員卓話 

○地区社会奉仕委員長会議報告    山野 明君 

 ７月 26 日、うお健ビルで

開催されましたクラブ社会

奉仕委員長会議に中村委員

長の代理で出席致しました。

私たちは社会奉仕の下請け、

孫請けですから、元請けさ

んの命令は絶対ですので致

し方なく引き受けました。

１時 30 分開会の点鐘、パス

トガバナー、ガバナーエレ

クト、ガバナー補佐の紹介。勝野ガバナーの挨拶、前

田カウンセラー挨拶に続いて、日本赤十字社南大阪血

液センターの中埜所長さんから献血依頼のお願いが

ありました。２時 20 分から谷脇地区社会奉仕委員長

が本年度の活動方針の発表があり、３項目を提示され

ました。 

１ 地区社会奉仕委員会の責務と役割 

 ＲＩの社会奉仕関係の情報の伝達、ＲＩと地区

の間のコミュニケーションを維持する。成功を収

めたクラブの社会奉仕事業の紹介。環境保全運動

への協力、ロータリー100 年の森についての現状報

告、管理費年間 55 万円で会計残 600 万円、年２回

の会計報告。ＣＯ２削減へ各クラブで個人の周り

から取り組む 

２ 各クラブに推奨する奉仕活動 

 識字率向上運動、３月が向上月間で昨年度に現

金 599,446 円、はがき 5,695 枚、切手 495 枚、テ

レカ未使用 262 枚。エイズ問題への取り組みとし

て、12 月１日が世界エイズデー。東南アジア、南

アジアで増加している。血液検査より献血で発見

される事の方が多い。レッドリボン 1 個 500 円の

購入を県から協力依頼されている。 

３ 推奨する奉仕活動 

 ・献血運動 

 ・ダメ、ゼッタイ運動 

  募金箱セットを各クラブに１組用意してほしい。

11 月末迄に集まったお金を麻薬覚せい剤乱用防

止センターに振り込みしてほしい。 

 ・あいさつ運動 

  子供たちのより良い「心」を育むために大人が先

鞭「夢を形に」 

 

○クラブ財団委員長会議報告     花田宗弘君 

9月13日にうお健ビルで開

催されましたクラブ財団委

員長会議に代理で出席しま

した。 

ロータリー財団は国際ロ

ータリーの奉仕活動資金部

門であり、世界の各ロータリ

アンから ＵＳ＄100 以上の

寄付をお願いしています。集

められた浄財は一旦全額ロ

ータリー財団に納められ、3年間運用された後、約半

分は国際財団活動資金（ＷＦ）に使用され、後約半分

は地区に地区財団活動資金（ＤＤＦ）として返却され

ます。ＷＦの主な使途は ポリオ撲滅、マッチング グ

ラント（ＷＣＳの補助金）、ＧＳＥ（研究グループ交

換）等ＤＤＦの主な使途は当地区では 国際親善奨学

金 として使われています。 

ＧＳＥについては今年度のプログラムはなく、次年

度（来秋から来来春）に南フランスとの交換を予定し

ています。今から団長（ロータリアン）および団員（25

～40 歳の現職についている人）の適任者の推薦を考

慮しておいて下さい。 

国際親善奨学生については、来春に応募し、5月 23，

24 日に選考試験があり、合格者は数回のオリエンテ

ーションを受け、2010-2011年に海外留学となります。 

種類は 3 ヶ月語学留学、6ヶ月語学留学、1年留学、

2年留学があります。 

ＧＳＥおよび海外留学を経験することにより視野

が広がると共に人生の将来に大きな影響を与えるこ

とは間違いありません、是非将来性のある方を推薦下

さい。 

最後に 2006－2007 年度の奨学生の帰国報告があり

ましたが、みんな語学に苦しみながらも立派に国際親

善を果たし、大きく成長して帰国したのには大きな感

銘を受けました。また全員口をそろえて、一般の奨学

金留学でなく、ロータリーの奨学制度は現地のロータ

リアンが親代わりに面倒を見てくれるので、学校より

もそちらから得られるものの方が大きかったと評価

をもらいました。 

 

７．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1544 回例会 平成 20 年 9 月 29 日(月) 
 12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

広報・雑誌委員長会議 
青少年ライラ委員長会議 報告 

 

 

 

 
○一般ニコニコ 

上南雅延君  和泉府中での職業奉仕委員長会議に

出席しました。往復、山名ガバナー

補佐の車に乗せていただきました。

交通費をニコニコします。 

花田宗弘君  財団委員長会議の報告をさせていた

だきます。 

楠部賢計君  会長スピーチで知りました。記念す

べき日との事、ささやかですが。 

木地義和君  花田さん御世話になりました。 

       今日の発表も御世話になります。 

宮田貞三君  山野さんお世話になりましてありが

とうございました。 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


