
 
 
 
 
 
 
 

第 1569 回例会 21 年 4月 20 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 
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      
  海南市教育長 西原 孝幸様 

４．出席報告  

会員総数69名 出席者数41名 出席免除会員1名 

  出席率 59.42％ 前回修正出席率 81.16％ 

 

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

市教育長の西原孝幸様よう

こそお越し下さいました。西

原様は１月25日のIM「青少

年活動を考える」のパネラー

として出席頂きました。その

節は大変お世話になり有難

うございました。今日は後程

卓話お願いしています。よろ

しくお願いします。 
 4月2日～5日のWCSフィリピン視察について、マ

ンダウェイイーストRCから私達のベストフレンド

海南東RCの皆様へ今回訪問していただき感謝申し

上げます。とお礼のメールが届いています。 
 現地で合流した彰化東南RCからも、フィリピン

WCS共同事業の視察に際して大変お世話になり有

難うございました。又、10月に玉山の登山でお会い

できる事を楽しみに待っていますとメールが届い

ています。尚、台湾もWCSで20万円支援してくれま

した。私達のWCS活動は地区を、そして台湾を巻き

込んだ活動となって、大きな花を咲かせようとして

います。今後とも皆様引き続き御協力お願い申し上

げます。4月11日 和歌山北RC 30周年記念式典に山

田さん、12日有田2000RC 10周年記念式典に山名さ

ん、出席頂き有難うございました。12日は天満天神

繁盛亭の家族会、13日は地区大会の記念ゴルフ大会、 

19日はたんぽぽの会交流会に大勢の会員の皆様、御

参加頂き有難うございました。お世話いただいた

方々には厚く御礼申し上げます。家族会とたんぽぽ

の会の交流会には、参加された皆様から“よかった、

素晴らしかった！”とのお言葉を頂きました。寺下

親睦委員長、中村文雄社会奉仕委員長のおかげです。

有難うございました。 
 26日はリーガロイヤルホテル堺で、地区大会が開

催されます。当日は、元広島カープの衣笠祥雄氏の

講演もあります。皆様も御存知のように、衣笠氏は

プロ野球選手としては、決して大きい方の選手では

ありませんでしたが、グラウンドでは大きく見える

存在感のある選手でした。いつも打席に立つ時は、

相手のピッチャーにプレッシャーをかけて、精神的

に優位に立つ事を心がけていたと思います。それは、

人並以上の練習によるものか、それとも集中力か、

その継続が世界記録に継ったと思います。5月16日
（土）私達の野球部も甲子園に出場します。選手の

方は是非衣笠氏の講演を聞いてほしいと思ってい

ます。尚、野球部は、すでに自主トレから合同練習

へと進んでいます。甲子園の入場キップは30枚あり

ます。試合当日、皆様応援よろしくお願いします。 
 4月は毎週日曜日、事業があり、皆様に大変御世

話をかけておりますが、地区大会が最後です。大勢

の方々の御参加を御願い申し上げます。 

 

６．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 松原 RC      中西秀文君 4／15 
 和歌山 RC     花畑重靖君 4／20 
○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出 RC 5 月 14 日（木）→5 月 14 日（木） 

7：00～8：30 根来寺周辺 早朝清掃例会 
 和歌山南 RC 5 月 29 日（金）→5 月 29 日（金） 

18：30～ ダイワロイネットホテル和歌山 
和歌山東南 RC との合同例会 

○休会のお知らせ 
 和歌山南 RC     5 月 1 日（金） 
 橋本紀ノ川 RC    5 月 5 日（火） 
 粉河 RC       5 月 6 日（水） 
 有田 RC       5 月 7 日（木） 
 高野山 RC      5 月 8 日（金） 
○5 月ロータリーレート   １＄＝９８円 
○上南雅延君にポールハリスフェロー賞が届きまし

た。おめでどうございます。 
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７．ゲスト卓話 

海南市教育長 西原 孝幸様 
「今、学校に求められてい

る教育とは何か？」 
「子供たちの将来を見通し

て求められている教育とは

何か？」 
変化の激しい時代の流れの

中にあって将来を見通し変

化していくものと日本の歴

史と伝統、文化として築か

れてきた不易なものを常に意識しながら、誇れる海南

の教育を進めています。 
「生きるカをはぐくむ」 
 教育に携わるすべての職員とともに県内外に誇れ

る海南市の教育を目指しています。我々が誇りに出来

る学校づくりを目指せば、必ず子供たちも自分の学校

を、先生を、仲間を、地域を、海南の街を、親を、家

族を誇りに思えるようになると確信しています。これ

らの教育を行うためには、保護者の理解と協力、地域

社会の理解と協力が不可欠である。そのためにも学校

は自校の教育方針、教育目標、教育活動を積極的に保

護者や地域などに知らせていくことが必要である。学

校で何をどう教えているのかを知ってもらうことが

大切です。 
○五つの方針 
1 確かな学力を育成する…社会で自立して生きてい

くための基盤となる知識 
2 豊かな心を育てたくましく鍛える…自らを律しつ

つ他人を思いやる心 
  親、家族、友人、仲間を大切にする心を育てる 
3 一人ひとりを生かし大切にする…個性や能力を最

大限にのばす 
4 自ら学び、考える力を育てる…夢を持ち、目標を

掲げ努力を続ける子ども 
  自ら学ぶ意欲を引き出す 
5 自然や文化、人々とのふれあいを深める…日本の

文化、伝統を知り人々とふれあうことで豊かな人

間性や社会人としての基盤を築く 
海南市の園、学校で教育を受ける子どもにはどの子

にも下記の教育を行います。 
どの園、学校でも身につくまで徹底的に指導します。 
○すべての子供たちに、あいさつと返事ができるよう

にすること 
○清掃活動（そうじ）をどの学校でも教育活動の重要

な柱の一つに取り入れること 
○人と人との関わりの中で学ぶ（学ばせる）ことを常

に指導の観点にすること 
○誇れる仲間づくり、学級づくり、誇れる学校づくり

を目標に教育活動を行うこと 
○体力・耐力づくりを目指して体と心を鍛えること 
これらを根幹にすえて、教師は教育のプロとして、

授業を受ける子供たちが目標を持って、持てる五感の

すべてを使って学ぼうとする意欲に満ち溢れている

教室を創ります。校庭が元気で勢いのある子どもと先

生の歓声が響く学校をつっていきたい。子供の元気な

声と意欲あふれる行動は、大人や地域、街に元気の風

を巻き起こします。大人社会ももっと人と人とのつな

がりが必要では…。祭りの盛り上がりから地域の活気

へとつながれば幸いです。 
 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

  第 1570 回例会 21 年 4 月 27 日(月) 
     海南商工会議所 ４F 12：30～ 
   会員卓話「認知症の予防」魚谷 幸司君 
    
 
 
 
 
中村さん   春の園遊会へ行ってまいりました。橋

下大阪府知事の少し横のようでした。 
寺下 卓君  家族会ありがとうございました。たん

ぽぽの会、楽しかったです。 
花田宗弘君  たんぽぽの会ありがとうございまし

た。会からの謝金はおみやげと残金は

ニコニコへ入れさせて頂きます。 
谷脇良樹君  たんぽぽの会欠席すみませんでした。 
柳生享男君  昨日はたんぽぽの会、出席しました。

皆様ありがとうございました。家族会

楽しかったです。 
上南雅延君  昨日、たんぽぽの会、お世話になりあ

りがとうございました。 
山名正一君  海南市教育長 西原さま、ご苦労様。

卓話よろしくお願いします。 
中村文雄君  昨日たんぽぽの会での皆様方のご協

力ありがとうございました。 
カヌー乗艇、地曳網体験などで楽しい

一日を過ごさせて頂きました。 
宮田貞三君  家族会で親睦委員会の皆様、御苦労様

でした。地区大会の記念ゴルフ大会、

御参加頂き有難うございました。 
たんぽぽの会の交流会、社会奉仕委員

会の皆様御苦労様でした。 
花畑重靖君  三笑会 東京国展審査のため欠席さ

します。西原さん卓話ごくろう様。聞

けなくて残念です。 
新垣 勝君  たんぽぽの会、欠席ですみません。 
深谷政男君  腰を痛めて、家族会、たんぽぽの会を

休ませて頂きました。 
山田耕造君  4／12 天満繁昌亭、4／19 たんぽぽの

会、みなさんご苦労様でした。 
阪口洋一君  たんぽぽの会楽しかったです。 
       カヌーの手配で花田さんにお世話し

ていただきありがとうございました。 
宮田貞三君    〃 
障害者カヌー協会 昨日はお世話になりました。皆さん

に喜んで頂いて大満足です。 

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


