
 
 
 
 
 
 
 

第 1600 回例会 

平成 22 年 1 月 18 日(月) 
お誕生・ご結婚祝い・新会員紹介 

 
１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 43 名 
   出席率 62.32％ 前回修正出席率 89.86％ 
 

４．会長スピーチ      会長 花畑 重靖 君 

みなさんこんにちは。

創立 35 周年記念式典及

び祝宴では、いろいろあ

りがとうございました。 
6,434 人が犠牲になっ

た阪神・淡路大震災の発

生から 15 年が経ちまし

た。17 日、午前 5 時 46
分。その時皆さんはどう

していましたか？世界

的に地震が発生しています。先のインドネシア・スマ

トラ島沖地震 義援金￥30,000 を贈ります。また、

13 日（日本時間）に起きたハイチの大地震に日本の

緊急援助隊が到着。援助活動をやっています。さらに、

日航・更生法が明日、申請されます。大変な時代です

が、ロータリー活動をつうじて、世の中のために貢献

できるよう、頑張りたいと考えます。 
 
◎メークアップについて 
ロータリーでは例会への出席を最も重要視し、その

規則も非常に厳格です。ロータリーへ入会できる方は

周辺地域内で１つの職業の代表者の一人であり、皆さ

んお忙しい方ばかりですが、週に 1 回食事を共にし、

多業種の代表の方と懇談し、新しい情報の交換をし、

心身をリラックスする。僅か 1 時間の余裕がつくれな

い方は無いはずです。とにかく習慣となるまで暫くの

辛抱です。今、日本のロータリーは 34 地区に分かれ

ており、地区毎に各クラブが例会への出席報告をし、

毎月各クラブの出席率をガバナー月信に公表してい

ます。以上の通り例会出席の大切さを述べましたが、

一方ではメークアップという例会欠席を補填する制

度があります。時には病気になることもあり、仕事の

都合などでどうしても自分のクラブの例会に出席で

きない場合もありましょう。そんな時、他のクラブの

例会にビジターとして出席するか、あるいは理事会が

認めたロータリー行事等に参加すればホームクラブ

へ出席したのと同様に見なされます。 
これをメークアップ（Make-up）と言いますが、こ

の制度を活用することによって、出席はかなり楽にな

るはずです。日本国内の各クラブの例会については、

「ロータリーの友」に年 4 回付録としてついてくる例

会一覧表がありますので、何曜日にはどこのクラブに

例会があるということがわかります。 
 

５．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○例会休会のお知らせ 
和歌山西 RC  2 月 3 日（水） 

 
６．委員会報告 
○国際奉仕委員会      委員長 柳生 享男君 
 国際大会及び地区ＷＣＳ視察（インドネシア・バリ

島）の参加者募集を行っています。希望者はご連絡く

ださい。 
 
７．新入会員紹介 

   紹介者 辻秀樹君   田岡 郁敏君  

 

８．閉会点鐘 
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○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 
  ２日 中尾みち子様  ２３日 早川久子様 

  ７日 魚谷佳加様   ２６日 新垣民子様 

  ８日 吉野良子様   ２９日 塩崎和櫻様 

 ２０日 谷口裕子様   ３０日 大谷洋子様 

○結婚記念日 

  ９日 朝井 修君   ２０日 那須正志君 

 １０日 阪口洋一君   ２８日 大谷 徹君 

○一般ニコニコ 
上南雅延君  35 周年式典で感謝状をいただきまし

た。ありがとうございました。 
名手広之君  感謝状お礼（35 周年） 
中村雅行君  35 周年記念式典で感謝状頂きました。 
岸 友子君  昨日長女が無事、日前宮で結婚式を挙

げることができました。お祝いありが

とうございました。感無量でした。 
吉田昌生君  先週、辻秀樹先生に大変お世話になり

ました。おかげ様で元気になりました。

ありがとうございました。 
岩井克次君  先日はみなさんありがとうございま

した。 
大江久夫君  1 月 7 日の祝宴、無事終了することが

できました。皆さんありがとうござい

ました。 
宮田貞三君  田岡さん、ご入会おめでとうございま

す。35 周年式典、皆様ご苦労様でし

た。寺下さん、三木さん、ご苦労様で

した。 
宮田敬之佑君 つたない解説で失礼しました。 
辻 秀輝君  体調を崩しておりましたが、元気にな

りましたのでよろしくお願い致しま

す。 
西川富雄様  お見舞い、ありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
ロータリーの基礎知識② 

クラブ・地区の活動（ロータリー財団のために） 
 日本のロータリアンは、ＲＩのロータリー財団にも、

多額の寄付をしています。また、そのプログラムを通

じて、さまざまな活動をしています。 
 ロータリー財団のプログラムには、「教育的プログ

ラム」「人道的補助金プログラム」「ポリオ・プラス・

プログラム」の 3 つがあります。個々のプログラムの

説明は、国際ロータリー提供の「ロータリーの基礎知

識」（P33～40）に譲り、ここでは日本にかかわりの

ある幾つかの事例をご紹介します。 
ロータリー財団国際親善奨学生 1950 年に、日本か

ら初めてのロータリー財団国際親善奨学生（Rotary 
Foundation Ambassadorial Scholars）が旅立ちまし

た。1951 年の第 2 期生には、元国連難民高等弁務官

の緒方貞子氏がいます。日本からの奨学生は年々増加

を続け、その累計は 7,500 人以上（2008 年 6 月 30
日現在）にも及びます。 
 奨学生たちは、海外でそれぞれの専門分野を学び、

その後、幅広く活躍しています。日本の場合は、緒方

貞子氏にあこがれてロータリー財団の奨学金を希望

する学生も多く、帰国後、国際連合の職員として働く

例も少なくありません。また、ロータリー精神を理解

し帰国後、財団学友として、ロータリアンたちととも

に奉仕活動に取り組む例も多く見られます。音楽関係

の学友が、ロータリークラブのチャリティーコンサー

トに出演することなどが、その例として挙げられます。 
 2005 年 12 月には、日本で最初の財団学友によるロ

ータリークラブが第 2780 地区（神奈川県）に創立、

2007 年 10 月には第 2660 地区（大阪府）、2009 年に

は第 2760 地区（愛知県）に創立し、学友のネットワ

ークを生かした活動をしています。 
 
ロータリー世界平和フェロー 
（Rotary World Peace Fellow） 世界を枠とする競

争制によって、全世界

から世界平和フェロ

ーは毎年 60人が選ば

れ、世界に 7 つある

「平和および紛争解

決の分野における国

際問題研究のための

ロータリー・センタ

ー」で学んでいます。 
 日本では、東京都三鷹市の国際基督教大学（ＩＣＵ）

内にロータリー・センターが置かれていて、世界平和

フェローが国際問題などについて研究しています。ま

た、日本からも、現在数人のフェローが海外のロータ

リー・センターで研究をしています。 
 
（財）ロータリー米山記念奨学会 
 国内で学ぶ外国人留学生を支援する、日本の全ロー

タリークラブによる「多地区合同奉仕活動」です。こ

れまでに支援した奨学生は 116 か国 1 万 5,130 人に

のぼり、日本の民間奨学財団では最大規模です。 
 “日本のロータリーの父”米山梅吉氏（1868～1946）
の没後、彼の功績をしのぶために何か有益な事業を、

という声がロータリアンから上がりました。 
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