
 
 
 
 
 
 
 

第 1602 回例会 

平成 22 年 2 月 1 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 ４階 

 

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．お客様紹介 

地区青少年ライラ委員長 丸山 信仁様(御坊ＲＣ) 

地区青少年ライラ委員  垣内 欣久様(有田南 RC) 
青少年交換学生     チィヤゴ君(ブラジル） 

 

５．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 56 名 
   出席率 81.16％ 前回修正出席率 72.46％ 
 

６．会長スピーチ     会長 花畑 重靖 君 

みなさん、今晩は。

ビジターの地区青少年

ライラ委員長の丸山 

信仁様(御坊ＲＣ)、同

ライラ委員の垣内 欣
久様(有田南 RC) よ

うこそ、お越しくださ

いました。また、今月、

誕生日を迎えられた、

会員、同奥様、結婚記

念日の会員の皆様、おめでとうございます。 
 今日は、新入会員歓迎会を開きます。親睦委員会の

みなさん、宜しくお願いします。また、地区の丸山青

少年ライラ委員長からは、ライラセミナーのご説明が

あるとのことです。みなさん、宜しくお願いします。 
 

７．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○例会変更のお知らせ 
粉河 RC 

  2 月 10 日（水）→ 2 月 10 日（水）18：00～ 
財団法人 青洲の里「華別館」新入会員歓迎会 

岩出 RC 
 2 月 18 日（木）→ 2 月 13 日（土）14：00～ 

きさらぎコンサート 県立那賀高校講堂 

 
○休会のお知らせ 
有田 RC 
岩出 RC 

 
８．ライラセミナーの開催案内 

地区青少年ライラ委員長の丸山 信仁様 

同ライラ委員の垣内 欣久様 

 ２００９～２０１

０年の第 29 回ライラ

セミナーを３月 20

（土）、21 日（日）、

22 日（月）に田辺市

目良の元島館で開催

します。ロータリー青

少年指導者養成プログラム（RYLA）は、年齢 14～30

歳の若者を対象にスキルと人格を養いながら、奉仕、

高い道徳的基準、平

和といったロータリ

ーの価値観を学ぶ機

会を提供することを

目的としています。

RYLA は、クラブ、地

区、多地区合同のど

のレベルでも実施ます。RYLA の形態はさまざまです

が、多くはセミナーや指導力養成キャンプなどの形で

行われます。RYLA を通じて、地域社会の若者たちが

リーダーや良き市民としての資質を養い、人間として

成長するのを助けることができます。多数のご参加を

お願いします。 

 

９．青少年交換学生スピーチ 

チィヤゴ君(ブラジル） 

 みなさん、こんばんは。

海南東ＲＣの皆さんのおか

げで、日本にもなれ、沢山

の友達もできました。言葉

も上手になってきました。

今度のライラセミナーにも

参加させていただきます。

いつも、支援いただき、ど

うも有難うございます。 
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10．新入会員歓迎会 

  前田克仁君  倉橋利幸君 

                   田岡郁敏君  箕嶋利一君 

 

11．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1603 回例会：22 年 2 月 8 日(月) 

       12：30～ 海南商工会議所 ４階 

新会員卓話   
     ・倉橋 利徳君  ・田岡 郁敏君 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
○会員誕生日 

６日 新垣  勝君  １１日 土井元司君 
１１日 楠部賢計君  １４日 横出  廣君 

 １９日 名手広之君  ２１日 木地義和君 
 ２６日 上南雅延君 
○奥様誕生日 

７日 奥村 智子様 
○結婚記念日 

３日 早川  満君   ３日 吉野 稔君 
４日 平尾寧章君  １４日 谷脇良樹君 

１５日 金川龍一君  １６日 上野山雅也君  
○一般ニコニコ 
山畑 弥生君  新入会員の皆様、ご入会おめでとう

ございます。 
山名 正一君  新入会員の皆様、ご入会おめでとう

ございます。 
奥村 匡敏君  1 月に 4 人目の孫が生まれました。 
        KF 会のゴルフ、雨の中ご苦労様で

した。優勝させていただきました。 
花畑 重靖君  新入会員歓迎。 
寺下  卓君  新入会員のみなさん、歓迎会楽しん

で下さい。 
中西 秀文君  丸山さん、垣内さん、遠方よりご出

席ご苦労様です。 
倉橋 利徳君  ロータリー入会させていただきまし

てありがとうございました。 

前田 克仁君  皆様、よろしくお願い致します。 
田岡 郁敏君  皆様、よろしくお願い致します。 
箕嶋 利一君  皆様、よろしくお願い致します。 
丸山 信仁様（御坊 RC） 
垣内 欣久様（有田南 RC） 

ライラセミナーにご協力をお願いします。 
 
 
 
 
 
 
国際協議会でガバナー・エレクトが 

次年度への意欲を高める 
 
 地区ガバナー・エレク

トが、新テーマ「地域を

育み、大陸をつなぐ」で

意気込みを新たに、米国

カリフォルニア州サン

ディ エゴで開 かれた

2010 年国際協議会を後

にしました。  
レイ・クリンギンスミ

ス会長エレクトが発表

した 2010-11 年度の RI
テーマは、6 日間の年次研修行事に参加した多くのガ

バナー・エレクトの共感を呼びました。 
「非常に心を動かされました。この感動と研修で得た

知識をどのように地区に持ち帰ることができるか、こ

れが肝心です」と第 6710 地区（米国ケンタッキー州）

のウッディー・ノーサップさんは話します。 
 協議会では、ハイチ大地震による犠牲者のこ

とも参加者は忘れていませんでした。ロータリー

加盟国の国旗紹介でハイチの国旗が紹介される

と、出席者は哀悼の意を示し立ち上がりました。

ハイチでの人道的ニーズに対する緊急支援は、ガ

バナー・エレクトがガバナー任期中に実施できる

活動の一例として広く取り上げられました。 

 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・センターとロータリーの青

少年プログラムに関する本会議中には、クリンギン

スミス会長エレクトの強調事項の一つ、「青少年へ

の支援」にも特別な注意が向けられました。中には、

青少年に対する地区の取り組みを強化することを

誓ったガバナー・エレクトもいました。 
 
 
 
 

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


