
 
 
 
 
 
 
 

第1549回例会20年11月10日(月) 
[夜間例会] 18：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．国歌斉唱            「君が代」 
３．ロータリーソング      「奉仕の理想」 

４．ゲスト紹介 

財団国際親善奨学生 ニルダ(Nilda C. Viernes) 
 

５．出席報告  

会員総数67名 出席者数46名 出席免除会員1名 

  出席率 69.70％ 前回修正出席率 80.30％ 

 

６．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

昨日、ロータリーの女

性の集まりの会、紀ノ女

会に招待いただき出席

させていただきました。

女性三人寄ればカシマ

シイと言われますが、女

性ばかりの会は大変賑

やかです。とにかく紀ノ

女会のパワーをいただ

いてきました。お世話い

ただいた岸さん、山畑さ

ん、的場さん、財団国際親善奨学生のニルダさん、ご

苦労様でした。 
今月、オバマ氏が変革を掲げ

てアメリカの大統領に選ばれま

した。黒人初の大統領です。ア

メリカは新しい指導者のもと、

変革に向けて動き出しました。 
今月は 3 日文化の日、24 日振

替休日となっています。今月の

例会は今日と 17 日の 2 日です。17 日の次回例会も出

来るだけ誘い合って大勢の出席お願い申し上げます。 
10 月は米山月間でした。10 月 20 日米山委員長の

岸さんの卓話お願いしていましたが、彰化東南 RC の

訪問と重なってしまいました。米山月間中に岸さんの

卓話を楽しみにしていましたが残念です。岸さん今日

お休みなので、米山について少しお話させていただき

ます。米山奨学生記念事業は、ロータリアン一人一人

の寄付によって 40 年の歴史の中で 14,500 人の留学

生を支えてきました。本日台湾についての米山の実績

を報告させていただきます。 
台湾では米山奨学生が中心となって創立したロー

タリークラブが 2 つあります。1995 年創立の台北東

海 RC は日本語が公用語となっています、日本と台湾

の懸け橋を作りたい。ロータリーに恩返しをしたいと

の一心で創立されたクラブです。 
2007年 5月に創立された台中文心RCは初代会長、

会長エレクト、会長ノミニーはいずれも元米山奨学生

です。創立会員 32 名中元奨学生が 8 名を占めていま

す。初代会長の郭 錦堂さんは「私達、米山奨学生の

いつかロータリーに、日本に恩返しを」との思いが実

を結んだクラブです。社会に奉仕したい、そしてお世

話になった日本のクラブと交流を深めたいと話して

います。奨学期間が終わって母国へ帰ると奨学生の連

絡が絶えてしまうと言う話を聞きますが、台北東海

RC の初代会長の元米山徐重仁さんは、台湾だけでな

く、いろんな国の元米山奨学生を集めてコミュニケー

ションをはかる交流会を催してはと語り準備されて

います。私達一人一人の寄付が台湾でも大きな流れと

なって動いているのです。今年も米山よろしくお願い

します。 
 

７．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 11／4（火） 
松原 RC    谷脇良樹君 11／4（火） 
海南西 RC   中村雅行君 11／6（木） 

○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山北 RC 
  11 月 17 日（月）→11 月 17 日（月） 

19：00～ がんこ 和歌山六三園 
 橋本紀ノ川 RC 
  11 月 18 日（火）→11 月 15 日（土） 

橋本カントリークラブ IM4 組 
 新宮 RC 
  11 月 19 日（水）→11 月 19 日（水）7：00～ 

速玉大社 境内「早朝清掃例会」 
 那智勝浦 RC 
  11 月 20 日（木）→11 月 20 日（木） 

12：30～ 熊野古道「大門坂」清掃のため 
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 和歌山城南 RC 
  11 月 27 日（木）→11 月 27 日（木） 

18：30～ 「一心」会員忘年例会 
 

８．委員会報告  

○財団委員会        委員長 木地義和君 
2 万円以上でよろしくお願いします。 

 

９．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   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 

○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 

宮田貞三君  平尾さんお世話になりありがとうご

ざいました。 

       花畑さん、昨日写真ありがとうござ

いました。 

       紀の女会お世話になりました。 

角谷勝司君  昨日の紀の女会に欠席してすみませ

んでした。 

阪口洋一君  ニルダさん、ウェルカム！ 

田村健治君  彰化東南ロータリークラブとの親睦

ゴルフ参加で援助金をいただきまし

たので。 

柳生享男君  やっと家ができました。 

吉田昌生君  有間皇子 1350 年忌イベント、天気が

思わしくなかったのですが全国から

300 名余の参加があり盛大にとり行

うことができました。紀の女会も来

られました。 

中尾享平君  夜の例会久しぶりです。 

上中嗣郎君  「・・・・・？」 

山畑弥生君  紀の女会で宮田会長にお世話になり

ました。 

平尾寧章君  ガバナーエレクト研修会でお話して

きました。 

宮田敬之佑君 11 月号ロータリーの友をぜひ読ん

で下さい。 

田中  君  中村文雄夫人にお会いして話をしま

した。 

中村文雄君  田中さんありがとうございました。 

       道路清掃奉仕、ご協力ありがとうご

ざいました。 
 

 

次回例会 

第 1550 回例会 平成 20 年 11 月 17 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所４F 
 職業奉仕委員長会議 報告   上南さん 
世界社会奉仕委員長会議 報告  林さん 

 
 
 
 
 
 
 
ＲＩ事務総長がアメリカの金融危機の

影響について説明 
ＲＩ事務総長のエド・フタ（布田）氏が、ここ数週

間のアメリカ金融市場の悪化に関するニュースを受

け、この状況が国際ロータリーとロータリー財団に与

える影響について、ＲＩからの説明がありました。 
◇ ロータリー財団とＲＩの投資ポートフォリオは、

米国政府の買取りの対象となった企業（ファニー・メ

イ、フレディ・マック、ＡＩＧ）、ほかの金融企業に

買収された企業（メリルリンチとＷａＭｕ）、会社更

生法を申請した企業（リーマン）とは、ほとんど関わ

りがありません。 
◇ ＲＩはＡＩＧ保険に一部加入していますが、同社

の保険業務は州と連邦当局に厳密に規制された別個

の法人として運営されているため、安全です。 
◇ ポリオ・プラス基金の全資金はアメリカ国債に投

資されており、これは も安全な投資先です。 
◇ ＲＩと財団は、ともに、損失の際に投資債権を売

らずに運営していけるだけの予備金を備えています。 
ロータリー財団投資諮問委員会は、ロータリーの独立

投資コンサルタントおよび複数の資金運用会社の担

当者と会合し、ＲＩ理事会とロータリー財団が定めた

現在の投資方針が、長期的には今後もふさわしいもの

であることに改めて同意しました。全文はＲＩホーム

ページをご覧ください。 

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


