
 
 
 
 
 
 
 

第 1589 回例会 

平成 21 年 10 月 5 日(月) 
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   青少年交換学生 ティアゴ君 

 

５．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 46 名 

  出席率 69.70％ 前回修正出席率 89.40％ 

 

６．会長スピーチ     会長 花畑 重靖君 

 本日、写真展の準備に行

って来ました。和歌山、海

南、有田の９クラブと地区

の雑誌・広報委員会が共催

でロータリー写真展を 10
月 7 日（水）～18 日（日）

に和歌山マリーナシティ

の和歌山館１階展示コー

ナーでロータリー写真展

を開催します。各クラブの

ロータリー活動を紹介した沢山の作品を展示するほ

か、地下の特設ギャラリーでは、ロータリアン写真家

の作品も展示します。当クラブのメンバーの写真も出

展しています。また、10 月 10 日には神出海南市長、

角谷商工会議所会頭を来賓に迎え、地区から村上ガバ

ナーも出席し、オープンセレモニーを開催いたします

ので、皆さんの多数のご参加をお願いいたします。 
交換学生のティアゴ君、本日はようこそお越し下さ

いました。ブラジルのリオデジャネイロがオリンピッ

クの開催地に決まりました。ティアゴ君のふるさとで

す。おめでとうございます。機会があれば私たちもブ

ラジルに行きたいと思います。ティアゴ君は驚くほど

の速さで、日本語もマスターされ、びっくりしていま

す。習うより、慣れろ！ですね。日本での生活をおも

いっきり、楽しんでください。 
 

  

７．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○メーキャップ 
 和歌山北 RC   中村雅行君  10／5 
○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦 RC 

10 月 15 日(木)→10 月 15 日(木) 12：00～ 
ビン玉縄編み体験教室 入船館 

10 月 22 日(木)→10 月 22 日(木) 12：30～ 
「大門坂」石碑周辺の清掃 

○休会のお知らせ 
 和歌山城南 RC   10 月 29 日（木） 
 和歌山中 RC    10 月 30 日（金） 
 
８．委員長報告 
○広報・雑誌・IT 委員会   委員長 新垣 勝君 
ロータリー写真展にご参加下さい。 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
９．ゲストスピーチ 

青少年交換学生 ティアゴ君（ブラジル） 

 みなさん、今晩は。８月に日

本に来てから１ヶ月と少した

ちました。ようやく、日本の生

活にも少し慣れてきました。学

校の友達もできて、楽しく勉強

しています。ロータリーのプロ

グラムにも沢山、参加しました。 

 これからも宜しくお願いし

ます。 

 

10．閉会点鐘 

 
次回例会    休会：21 年 10 月 12 日(月) 

第 1590 回例会：21 年 10 月 19 日(月) 
        海南商工会議所 ４F 12：30～ 
              I.D.M 報告 
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Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

  ２日 中村文雄君    ２日 魚谷幸司君  

  ５日 大江久夫君  １４日 小久保好章君 

１４日  千賀知起君    ２６日 谷脇良樹君 

○奥様、旦那様誕生日   

 ３日 山東久枝様    １３日 大沢喜久子様 

１６日 辻 清子様   ２０日  岩井まり子様 

２４日 瀬藤憲康様  ２４日 那須和美様 

○結婚記念日 

  ４日 角谷勝司君    ６日 大沢祥宏君  

１０日 新垣 勝君   １２日 的場賢美君  

１５日 山野 明君  １７日 上芝良造君  

１８日 田中丈士君  １９日 木地義和君  

１９日 上中嗣郎君  ２４日 山東剛一君  

２５日 荻野昭裕君  ３０日 塩崎博司君  

３１日 千賀知起君 

朝井 修君  市展、写真の部で教育委員会賞を頂き

ました。 
小椋孝一君  先日、海南市展写真の部で海南文化協

会賞に選ばれました。 
宮田貞三君  気象予報士の半井（なからい）さんの

講演を聞いてきました。生 半井小絵

さんは悩ましく、大変きれいでした。 
新垣 勝君  青森と秋田に行ってきました。職業奉

仕、米山の記事が載っています。 
       海南東の万葉の歌碑が載っています。 
奥村匡敏君  昨日、娘が結婚しました。 
山畑弥生君  10/20 のクロス開店 50 周年パーティ

へのご出席よろしくお願いします。 
宮田敬之佑君 妻が他界して 4 年になります。 
 
 
 
 
 
 

ロータリー財団の認証を 

受けた寄付者数 
寛大な寄付者の方々からの多大なご支援のおかげ

で、ロータリー財団は、ポリオのない世界を実現する

という約束を果たし、ロータリーの人道的補助金プロ

グラムを通じて子どもたちや家族に健康な生活をも

たらし、全世界の若者たちに異文化教育の機会を提供

しています。ロータリー世界平和フェローたちは、世

界でも最も厳しい状況下で紛争解決に取り組んでい

くために、平和構築の研究に日々励んでいます。以下、

2009 年 9 月 25 日現在の認証を受けた寄付者数の合

計です。 

アーチ C. クランフ・ソサエティ会員：256 人 
大口寄付者：1 万 1,544 人 
遺贈友の会会員：6,678 人 
ベネファクター：8 万 962 人 
ポール・ハリス・フェロー：119 万 4,433 人 

 
 
 
 
 

10 月 24 日は世界ポリオデー 
 
今年 10 月は、世界で

初めて安全で効果的な

ポリオワクチンを発明

したジョナス・ソーク博

士の生誕 95 年となりま

す。10 月 24 日（土）の

世界ポリオデーには、ポ

リオ撲滅の支援活動に

ぜひご参加ください。 
ロータリアンは現在、ビル・アンド・メリンダ・ゲ

イツ財団から授与された3億5,500万ドルの補助金に

上乗せする 2 億ドルを 2012 年 6 月 30 日までに集め

ることを目標に、募金活動に取り組んでいます。この

募金活動に協力するための方法を、いくつかご紹介し

ます。 
バザー、ウォーキング大会、特別行事など、クラブ

の募金活動を企画する。各ロータリー・クラブには、

今後3年間に毎年2千ドル以上を寄付するよう呼びか

けられています。そのほかのアイデアもご覧ください。  
新会員、会員候補者、地元の学校や図書館のために、

イラストの本、「Amazing Stories of Polio!（驚くべき

ポリオの物語）」を shop.rotary.org で注文する。 大
量一括注文の場合は、1-847-866-4600 までお電話く

ださい。 
「The Final Inch」を地元の映画館で上映する。ア

カデミー賞候補ともなったこの 38 分のドキュメンタ

リー映画は、ボランティアのロータリアンをはじめと

する保健活動員によるインドでの予防接種活動を追

ったものです。DVD は、www.thefinalinch.org から

ご購入いただけます。 
クラブのウェブサイトに YouTube の国際ロータリ

ー専用ページのリンクをつける。 このページからは、

ポリオ撲滅に関するビデオと公共奉仕広告がご覧い

ただけます。ビデオをクラブのウェブサイトに掲載す

るのも一案です。 
ロータリーの 2 億ドルのチャレンジに個人的に寄

付を行う。 
バイオリン奏者で元ポリオ患者のイツァーク・パー

ルマンによる一夜限りのポリオ撲滅慈善コンサート

のチケット購入方法は、こちらをご覧ください。 
http://www.rotary.org/en/ServiceAndFellowship/Polio/Hel

pEradicatePolio/Pages/concert.aspx 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


