
 
 
 
 
 
 
 

第 1592 回例会 

平成 21 年 11 月 2 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．ビジター紹介     

汐崎 まこと 様（新宮ＲＣ会長） 

 

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 78.79％ 

 

６．会長スピーチ     会長 花畑 重靖君 

 みなさんこんばん

は。ビジターの新宮ロ

ータリークラブの汐崎

まこと様、遠方よりよ

うこそお越し下さいま

した。 
暑い暑いと言ってい

たのが寒い寒いと言う

季節になりました。10
月 30 日、西風が強く、

東の空に満月が出てい

ました。 
会員増強、職業分類、会員選考委員会の中尾享平委

員長、宮田敬之佑君、宮田貞三君、谷脇良樹君と私の

５名で前回の IDM であがってきた新入会メンバー候

補 41 名について、順番に話し合いました。出来れば

年内に３名、2010 年と前期に４名の会員増強出来た

らなぁと思っています。私は会長になって初めての会

員増強の会議で 新情報満載の既存会員のための冊

子「わかりやすいロータリー（見本在中）」（初版）の

ご案内と３種類、今さら人に聞けない◎わかりやすい

ロータリー ロータリアン必携◎ロータリークラブ

へお入りになりませんか？◎ロータリーへようこそ。

を次回例会に置いておきますので、みなさん持って帰

って頂き、心当たりの人に勧めてください。そして、

会員増強を目指して、その書類を渡してください。 

７．幹事報告         幹事 寺下 卓君 
○例会臨時変更のお知らせ 
岩出 RC 

11 月 12 日(木)→11 月 7 日(土) 18：00～ 
ホテルランドマーク和歌山 

（中文 RC 歓迎・家族例会） 
11 月 19 日(木)→11 月 21 日(土) IM４組 

（粉河ふるさとセンター） 
 和歌山北 RC 

11 月 16 日(月)→11 月 14 日(土) 18：30～ 
湯郷温泉 ゆのごう美春閣 

（親睦家族例会） 
11 月 30 日(月)→12 月 2 日(水) 18：30～ 

ルミエール華月殿 
ガバナー公式訪問 和歌山東 RC との合同例会 

 和歌山中 RC 
11 月 27 日(金)→11 月 27 日(金) 19：00～ 

ルミエール華月殿 
卓話．和歌山アゼリア RC 

 会員増強委員長 辻曙生様 
 和歌山東 RC 

12 月 3 日(木)→12 月 2 日(水) 18：30～ 
ルミエール華月殿 

ガバナー公式訪問 和歌山北 RC との合同例会 
○休会のお知らせ 
 和歌山東 RC   11 月 26 日（木） 
 
８．ビジターあいさつ 

新宮 RC 会長 汐崎 まこと 様 
 みなさん今晩は、新宮ロー

タリークラブの汐崎です。今

年度、新宮 RC の会長をして

います。このたびは、2640
地区の野球大会でホストをさ

せていただいておりますが、

１２月に予定していたガバナ

ー杯野球大会を諸般の事情か

ら、延期させていただくこと

になりました。皆さんには準備を進めていただいてお

り、大変申し訳ございません。ロータリーの友情に免

じて、ご了承ください。本日はお世話になります。 
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９．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1593 回例会：21 年 11 月 9 日(月) 

        海南商工会議所 ４F 12：30～ 
ゲスト卓話  衆議院議員 阪口直人 様 

 
 

１１月プログラム 
 
○１６日（月） 例会 １２：３０～ 
 ゲスト卓話 元ＪＡＬ客室乗務員 得津 美恵子 様 
○２３日（月・祝）休 会 
○３０日（月）  例会 １２：３０～ 
ゲスト卓話 「経済と景気について」打垣内 尚雄 様 

 
 
 
 
 

Happy birthday 

 
 
○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  １２日 千賀 基子様 

２０日 朝井 郁子様  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 

  ５日 三木 正博君   ８日 岩井 克次君 

 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  ２２日 中村 俊之君 

２７日 林  孝次郎君 

○一般ニコニコ 

 寺下  卓君  本日ビジターの汐崎さん。ようこそ

遠いところいらっしゃいました。 

山東 剛一君  毎日楽しいですネ。 

宮田 貞三君  汐崎さん、ようこそおいで下さいま

した。フィリピン・セブ島でお世話

になりました。 

中村 文雄君  汐崎さん、ようこそ！WCS のフィリ

ピン・セブ島では、楽しかったです。 

宮田 敬之佑君 39.8 度の熱が出ましたが、やっと

今日、元気になりました。 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
オーストラリアのクラブが 

ラ ジ オ で

ロータリーを紹介 
オーストラリア・ビクトリア

州のカンタベリーロータリー

クラブでは、2006 年からラジ

オ 番 組 「 Rotary and 
Community Service（ロータ

リーと社会奉仕）」を始めまし

た。音楽を交えた 2 時間にわたるトークショーで、毎

週、奉仕プロジェクトの紹介やどのように人々の生活

を改善しているか、また一般の人々がどうやって活動

に参加できるかを話題にロータリアンにインタビュ

ーを行っています。 今年度カンタベリーＲＣの会長

に就任するまで、ブルーマーさんは 1 人でインタビュ

アー役をこなしていました。現在は同じクラブの会員、

ローターアクターも加わり、交替で月に 1 回ずつ番組

を担当しています。熱心に奉仕に打ち込むロータリア

ンやロータリー家族の人々と話ができるのが醍醐味、

とブルーマーさんは話します。8 月には日本からの国

際親善奨学生も出演したとのこと。ゲストに余裕をも

って準備してもらい、よいインタビューができるよう、

各放送には十分前もって準備をして原稿を作り、トピ

ックの予定も早くから組んでおきます。おもしろい番

組を作る秘訣は、ゲストにオープンエンドの質問をす

ること、そして聞き手にとって魅力的な選曲をするこ

とだそうです。 
http://www.rotary.org/ja/MediaAndNews/News
/Pages/091012_news_radioshow.aspx 
 
   世界で子どもの死亡率が改善 
ユニセフは 9 月の報告書の中で、抗マラリア剤によ

る対策と健康習慣の改善により、世界各地で子どもの

死亡率が下がっていると発表しました。2008 年に死

亡した 5 歳未満の子どもの数は推定 880 万人、1990
年の 1,250 万人と比較すると死亡率が 28％低下。こ

れは子どもの死亡数の記録を取り始めた 1960 年以来、

も低い数字です。死亡率低下の大部分は予防接種、

ビタミンＡ剤の補給、エイズウイルスの母子感染の予

防、抗マラリア加工の施された蚊帳などの保健対策に

よるもの、と報告されています。国際ロータリーのデ

ータベースによると、2008 年に実施された世界社会

奉仕の保健プロジェクトの半分以上が、子どもの死亡

率の低下に焦点を当てたものであり、そのことを強調

事項として掲げた、前年度の李東建ＲＩ会長は「この

（ユニセフによる）新たな数字は、ロータリーが実施

している活動の重要性を裏付けるものです」とコメン

トしています。 

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


