
 
 
 
 
 
 
 

第 1647 回例会  

平成 23 年 2 月 14 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 ４F 

    宮崎中央 RC 歓迎例会 
 

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 

  宮崎中央ＲＣ 会長 田嶋 直也様 

 幹事 湯浅 敏幸様 

４．出席報告 

会員総数 65 名 出席者数 39 名 

  出席率 60％ 前回修正出席率 70.77％ 

 

５．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん今日は。雪の３

連休、いかがお過ごしでし

たか。本日は、宮崎県の宮

崎中央ＲＣの田嶋会長、湯

浅幹事、がお越し頂いてお

ります。 

はるばるようこそ、ごゆ

っくりしていって下さい。

又結構な品を頂きありがと

うございます。会長さんに

はこの後卓話をお願いしております。よろしくお願い

します。宮崎県は、昨年は口蹄疫、今年に入って新燃

岳の噴火と鳥インフルエンザと宮崎の経済に大きな

打撃を与えていると思います。一日も早い復興を祈念

して、お見舞い申し上げます 

昨日、御坊東ＲＣの１５周年式典が南部ロイヤルホ

テルで開かれました。平尾 PG 共に行って来ました。 

今日２月１４日はセントバレンタインデーです。皆

様チョコをもらいましたか？ 私はある女性（米田ガ

バナー）からもらいました。 

私事で恐縮ですが、今日が３７回目の結婚記念日で

す。ハネムーンは宮崎へ行きました。今日は宮崎から

お出でくださいました。何かご縁があるようです。 

２月２０日のＲＬＩ ＰＡＲＴⅡに欠員あり、参加

希望の方があればよろしくお願いします。 
 

６．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会休会のお知らせ 

 和歌山東ＲＣ    ３月 ３日（木） 

 有田 2000ＲＣ    ３月 30 日（水） 

 

７．義捐金の寄贈 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

８．ゲスト卓話 

宮崎中央ＲＣ 会長 田嶋 直也様 

 国際ロータリー第2730地区

の宮崎市から来ました。 

本日は早速、災害の義捐金を

頂戴し、厚く御礼申し上げま

す。宮崎県は昨年の口蹄疫に

続き、鳥インフルエンザ、新

燃岳の噴火と災害に見舞われ、

経済的な影響は計り知れない

ものがあります。頂戴した義

捐金は、大切に使わせていただきます。 

 宮崎県では、災害といった暗いムードの中ではあり

ますが、嬉しいニュースとしては、プロ野球のキャン

プです。３球団が来てくれています。 

 今回、ロータリーの友情によって、友好関係を築く

ことができ、大変うれしく思っています。私たちのク

ラブは、本年度、創立２５周年を迎えます。そして、

４月１６日に記念式典を計画しています。出来れば、

この時にお越しいただき、正式に調印できればと考え

ています。ゴルフも楽しんでいただけると思います。

皆様の来訪を歓迎いたします。 

 宮崎市は人口約４０万人で、市内に６クラブがあり

ます。昨年は私たちのクラブからガバナーを出しまし
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た。クラブの活動はローターアクト、インターアクト

の育成、高校生の就職模擬面接や宮崎新聞の写真コン

クールへの賞を出すほか、台湾の姉妹クラブと中高生

の交換留学生を支援しています。 

 今後とも末永くお付き合いくださいますようお願

い申し上げます。 

宮崎中央ＲＣ 幹事 湯浅 敏幸様 

 皆さん、こんにちは。宮崎県

が厳しい状況にあることは連

日、報道されておりますが、私

の記憶では新燃岳の最初の噴

火時刻は、確か５時１０分に爆

発音が聞こえたのですが、報道

では５時７分でした。被害に関

しては火山灰による農作物な

ど直接的なものもありますが、

観光面での旅行のキャンセルが相次いでいます。日南

市では、あまり灰の被害は無いのですが、宮崎と言う

だけで２割も減っています。また、生活面でも車の洗

車や目に見えない小さなところでの出費が嵩みます。

また、今日の朝、私たちは宮崎空港からＪＡＬの飛行

機で来る予定でしたが灰の影響で欠航になり、後のＡ

ＮＡで大阪まで来ました。 

 貴クラブとのご縁は、私の台湾の姉妹クラブの友人

と貴クラブの柳生さんが共通の友人であったことか

ら、台湾で意気投合したのが切欠です。その後、谷脇

会長さんと柳生さんが訪問してくれ、今回の友好クラ

ブへと発展しました。そして、私も海南東ＲＣへ来さ

せていただいたわけですが、私はロータリー入会１７

年にして、初めてのメイクアップを今回させていただ

きました。皆さんの友情に感謝いたします。今後とも

宜しくお願いいたします。 

 

９．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1648 回例会  平成 23 年 2 月 21 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12:30～ 

ゲスト卓話 衆議院議員 石田 真敏 様 
 

 
 
 
 
田島 直也様  今後とも友好関係よろしくお願い 
(宮崎中央ＲＣ)  します。義援金有難うございます。 
湯浅 敏幸様  海南東ＲＣと宮崎中央ＲＣとの末 
(宮崎中央ＲＣ)  永いお付き合いをお願いします。 
谷脇 良樹君  宮崎中央ＲＣの田島会長、湯浅幹事

ようこそ、おいで下さいました。 
岸  友子君       〃 
上野山 雅也君       〃 
三木 正博君       〃 
柳生 享男君  遠路はるばる有難うございます。 
 

 
 
 
 

国際親善奨学生が 

ＲＩトラベル・サービスの 

支援でエジプトから避難 
国際ロータリー・トラベ

ル・サービス (RITS)は、最

近発生したエジプトでの暴

動で、財団の国際親善奨学生

が安全に学業を継続できな

くなったため、ジェイミー・

ガジェウスキーさんら４名

の避難に尽力しました。米国

ウィスコンシン州マディソ

ン出身のガジェウスキーさんは、アレクサンドリア大

学でアラビア語を勉強していました。５カ月前に到着

してから、今回の避難まで、地元のロータリアンやロ

ーターアクターは、ガジェウスキーさんに対し最大限

の支援を提供してきました。1 月 25 日に発生した暴

動により、安全だったアレクサンドリアは、軍の戦車

や多くのデモ参加者で埋め尽くされました。 

「市内全域のエジプト人や外国人の友人から、私の安

否を心配する電話がかかってきました。ローターアク

ターを含め、友人たちは、私たちを安全な場所に避難

させる計画を立ててくれました」固定電話で母親のジ

ャネットさんに連絡し、RITS に知らせました。RITS

は 24 時間以内に空港への交通手段、クウェートへの

航空券を確保してくれました。また、その他 4名のロ

ータリー奨学生への国外避難用航空券も手配しまし

た。インターネットがダウンしていたので、空港に持

参したのは、自分の航空券番号が書かれた紙だけでし

た。それでも、数時間後には無事クウェートに到着し、

そこからドイツ、ベルギーを経由してフランスまでた

どり着きました。ロータリーのおかげで、無事に脱出

することができたのです。 

ガジェウスキーさんは、当地で出会ったエジプト人

のロータリアンやローターアクターと親しくなり「彼

らは私の生活をさまざまな側面から支えてくれまし

た。電話、Eメール、個人的な訪問などで、いつも私

を気づかってくれました。今回のように事態が急変し

ても、彼らがいてくれたことで本当に心強かったで

す」 

ロータリーのエジプトにおける存在は非常に大き

く、ロータリアンはすでに今回の暴動で影響を受けた

地域の支援に取り組んでおり、クラブ会員は、支援を

必要としている家族に対し、食料を提供するなどの活

動を行っているとのことです。 

エジプトに戻って勉強を継続することは恐らく不可

能であろうと考えているガジェウスキーさんですが、

奨学生としての期間を、スペインのグラナダ大学で修

了する予定です。 
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