
 
 
 
 
 
 
 

第 1556 回例会 21 年 1月 19 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

お誕生・ご結婚祝い 会長エレクト勉強会報告 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング   「我等の生業」 

３．ゲスト紹介        

青少年交換派遣学生(海南高校) 安心院 智仁様 
地区財団学友委員(和歌山RC)   坂 本 順一様 

 

４．出席報告  

会員総数68名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 88.24％ 

 

５．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様今日は。

ゲストの海南高

校先生、2009～
2010年264 0地
区青少年交換派

遣学生の海南高

校 1 年生の安心

院 智仁さん、

ようこそお越し

下さいました。 
今回、安心院

さんは、ブラジ

ルのパラナ州に青少年交換派遣学生として行かれる

事に決まりました。8月まで私達クラブがスポンサー

クラブとしてお世話させていただく事になっていま

す。今日それで皆さんでクラブに挨拶に来られました。 

私たちクラブは 8 月からブラジルの交換学生を受

け入れし、ホストクラブとしてカウンセラーを置いて

1年間お世話させていただきます。死んでゆく子供達、

毎日 3 万人もの子供達が死ななくてもよい原因で死

んでいくのです。子供達の「夢をかたちに」する為に、

子供達が充実した人生を送るために、私達国際ロータ

リーは、世界の子供達に支援活動を続けています。 

安心院さんは、ブラジルへ行かれますが、地球の反

対側から世界を、日本を、大きな視野で見ていただき、

日本では当たり前の事でも、外国では当たり前でない

ことを知って下さい。そしてブラジルの文化に接し、

勉強し、ブラジルの方々と友情を深めて下さい。どう

かブラジルで楽しい思い出を沢山作ってきて下さい。 

地区大会の案内状がきています。4 月 26 日、場所

はリーガロイヤル堺、出席よろしくお願いします。 

1 月 8 日の新春夫婦例会に大勢の会員、そして会員

の奥様の御出席を頂き有難うございました。マグロの

解体ショーもあり、楽しい一刻を過ごしました。親睦

委員会の皆様、御苦労様でした。 

前回の例会で、お誕生日、結婚記念日のお祝いが出

来なかったので今日お祝いさせて頂きます。人によっ

ては、お誕生日、結婚記念日はそんなにお目出度いこ

とではない、当たり前の事ではないかと言われる方も

います。しかし、そんな事はないのです。大変幸せな

ことです。まず、第一に無事に一年間を過ごせた事、

そして一緒に祝える仲間が大勢いる事、大変有難い事

だと思います。私達は当たり前と一言でいいますが、

当たり前のことが素晴らしいと喜べる人は素晴らし

い人です。 

14 年前の阪神淡路大震災では悲惨な出来事が起こ

りました。今まで当たり前と思っていた家族や家を一

瞬の内に失い、電気、水道、ガスさえ使えない事が起

こりました。天災や病気は忘れたころにやってきます。

お誕生日、結婚記念日を無事で健康で、皆と一緒に祝

えることは実は当たり前でなく、「大変恵まれた事」

「素晴らしい事」です。後程、お祝いさせて頂きます。

おめでとうございます。 

どうか今年からお祝いで前に出られた時、当たり前

の事が大変幸せなことであることのスピーチをお願

いします。 

私は落ち着けと自分に言い聞かせて、今日こそかま

ないで当たり前にスピーチをできるように。 

今日は花畑さんの卓話です。よろしくお願いします。 

 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 海南西 RC      花田 宗弘君 1／15（木） 

林 孝次郎君 1／15（木） 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田 2000RC 
  1 月 21 日（水）→1 月 25 日（日）9：00～ 

 有田川町金屋文化保健センター 
IM 設営準備 
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  1 月 28 日（水）→1 月 25 日（日）12：00～ 
 有田川町金屋文化保健センター 

IM2 組 
 粉河 RC 
  2 月 4 日（水）→2 月 4 日（水）18：00～ 

パルドン 
○休会のお知らせ 
 粉河 RC     2 月 11 日（水） 
 

７．会員卓話   会長エレクト 花畑 重靖君 

第１回ＰＥＴＳが紀

伊田辺シティープラザ

ホテルで開催され、出

席いたしました。 

ロータリー組織の最

高・最終の単位は、“ロ

ータリークラブ”であ

ります。ＲＩにしても

地区にしても、各ロー

タリークラブに対し、

「ああしろ、こうしろ」と指示することが出来ない建

前になっています。 

１．地区テーマ･･･“歴史に学び、変革と進歩を” 

ロータリークラブは、１０３年の歴史を持ち、世界

最大の奉仕団体に成長しましたが、ここ数年成長が頭

打ちとなり、色々の問題をかかえています。 

人間は一人では生活できませんし、一人では発展も

成長も望めません。一人一人の発展・成長がない以上

争いは絶えませんし、世界平和の構築等不可能なこと

です。各人には家族があり、友があり、職場の知り合

いもあると思いますが、その輪を一層大きくする必要

があります。輪づくりとは、多くの人々との“縁づく

り”であります。ロータリーは、大きな目で見れば世

界中に異業種の人々が集う最高の縁づくりの場所で

す。色々の機会を通じて、これらの人々と積極的に交

流し、“縁づくり”を楽しんで下さい。 

この様な観点から、“縁づくり”を次年度地区キー

ワードとしました。 

ロータリーの活動には物質的には何の見返りもあ

りませんが、人脈という財産づくりだけは間違いなく

期待できると思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 

 

 

 

 
 

 
○会員誕生日 
 １日 中尾享平君   １３日 金川龍一君 
１１日 平尾寧章君 

○奥様・旦那様誕生日 
  １日 上芝えり子様  ２３日 早川久子様 

  ２日 中尾みち子様  ２６日 新垣民子様 

  ７日 魚谷佳加様   ２９日 塩崎和櫻様 

  ８日 吉野良子様   ３０日 大谷洋子様 

 ２０日 谷口裕子様 

○結婚記念日 

 １０日 阪口洋一君   ２８日 大谷 徹君 

○一般ニコニコ 

宮田貞三君  新春夫婦例会 親睦委員さん御苦労

様でした。 

花田宗弘君  青少年交換の安心院さんよくいらっ

しゃいました。 

奥村匡敏君  ネクタイピンありがとうございます。 

 

次回例会 

第 1557 回例会 平成 21 年 1 月 26 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
 
 
 
 
 
ポリオ撲滅のドキュメンタリーが 

アカデミー賞候補に 
国際ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲイツ

財団がポリオ撲滅に向けてさらに数億ドルの資金を

追加すると発表した同じ週の 1 月 22 日、短編ドキュ

メンタリー映画「The Final Inch」（時間 38 分）が、

アメリカ・アカデミー賞のドキュメンタリー短編部門

にノミネートされました。 
内容は、身体障害を招く病、ポリオを世界からなく

そうという活動に密着したもので、グーグルの慈善事

業部門からの依頼により制作されました。ポリオ撲滅

の最終段階にさしかかって保健団体や諸国政府が次

々に直面する問題を、克明に追っています。監督・制

作を担当したイレーヌ・テイラー・ブロドスキー氏は

、2007 年、インドとパキスタンのスラム街で子ども

たちに予防接種を行う人々の姿を撮影。4 月 22 日に

インドで行われた全国予防接種日の映像では、ボラン

ティアとして働くロータリアンの姿も映し出されて

います。 

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


