
 
 
 
 
 
 
 

第 1702 回例会  

平成 24 年 5 月 7 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 
夜間例会 お誕生日、結婚記念のお祝い 

新入会員 川田 晃司君の歓迎会 
 

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 
    新入会員 奥様  川田さや佳 様 

       米山記念奨学生  代 向斐  様 
５．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 35 名 

  出席率 58.33％ 前回修正出席率 90.00％ 

 

６．会長スピーチ  会長エレクト 花田 宗弘 君 

今日は皆さん国際大会に出

席されているとの事で、人数

も少なく寂しい感じです。 
このところ、天候も不安定

で、竜巻があったり、大雨が

あったりで、災害が起きてい

ます。 
我々も、連休に林さんも一

緒にヨットで、潮岬を回って

勝浦の方へ行く予定が、白浜の手前で風と波に合いま

して白浜泊まりになりました。海が荒れたおかげで大

きな鰹が１本釣れました。10 人位のおさしみがとれ

ました。次の日に潮岬を回ろうとしましたが、すごい

風と波とで引っ返してきました。昨日も海が荒れ、北

風が吹き、雷があったり、山でも遭難があり、アウト

ドアのスポーツは、大変でした。 
 田村先生のようにりっぱな話が出来ないものです

から、とりあえず、こんな話でごまかしています。 
 

７．幹事報告         幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山東南 RC  5 月 16 日（水）→5 月 11 日（金） 
17:30～ ホテル中の島 2000 回記念例会 

（親睦家族旅行） 

○休会のお知らせ 
和歌山西 RC   ５月１６日（水） 

○第 2640 地区ローターアクト 
2011-2012 年度 地区大会ご案内 

6 月 10 日（日） 11:00～ 
リーガロイヤルホテル堺 

 

８．米山記念奨学生        代 向斐さん 
 皆さんこんばんは。はじめ

てお目にかかります。私は今

年の奨学金を頂く事になりま

した。今は和歌山大学の教育

学部で、勉強しています。 
研究テーマは日本語におけ

る女性語です。ちょと難しい

です。３年前に中国の山東省

から参りました。これからの

１年間、出来るだけいろんな行事に参加したいです。

よろしくお願いいたします。 
 

９．新入会員 川田晃司君の歓迎会 

 

 

 

 

 

 

 

 

   川田 晃司  君   奥様のさや佳さんと娘さん 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     皆さん。よろしくお願いします！ 
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10．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1703 回例会 平成 24 年 5 月 14 日(月) 
     12：30～ 海南商工会議所 ４Ｆ 

会員卓話 荻野 昭裕君 田岡 郁敏君 
 
 
 
 

 
 
 

○会員誕生日 
５日 花田 宗弘君   １９日 嶌村 佳郎君 
８日 塩崎 博司君 

○奥様誕生日 
１日 小椋 安子様    ４日 宮田 康子様 
１日 田中 恵美子様   ６日 中村 多美子様 

○結婚記念日 
１日 嶌村 佳郎君   １８日 山名 正一君 
５日 谷口 誠也君   １９日 倉橋 利徳君 
５日 大江久夫君 

○一般ニコニコ 

楠部 賢計君  谷脇君の元気な顔を見て安心し

ました。 
三木 正博君  新入会員の川田君、歓迎します 
中村 雅行君    〃 
宮田 敬之佑君   〃 
吉田 昌生君    〃 
宮田 貞三君    〃 
花田 宗弘君    〃 
柳生 享男君    〃 
谷脇 良樹君    〃 
山名 正一君    〃 
深谷 政男君    〃 
上田 善計君    〃 
魚谷 幸司君    〃 
上野山 雅也君   〃 
阪口 洋一君    〃 
中村 俊之君    〃 
岩井 克次君    〃 
山畑 弥生君    〃 
千賀 知起君    〃 
那須 正志君    〃 
横出 廣君     〃 

 

 

 

 

ネパールのローターアクターが 

最優秀プロジェクト賞を受賞 
バンコク国際大会に先立ち開催された 2012 年ロー

ターアクト大会前会議にて、ネパールのローターアク

ターが「卓越したローターアクト・プロジェクト賞」

の国際賞を受賞しました。受賞クラブであるダーラ

ン・ゴーパ・ローターアクトクラブが実施したのは、

信頼できる医療情報が得られない地域住民のために

保健情報を集め、それを紹介するラジオ番組を制作す

るというプロジェクトです。 番組では、ローターア

クターが作ったドラマ、医療関係者へのインタビュー、

健康問題についてよくある質問への回答、保健に関す

るニュースや情報を放送しています。リスナーは E
メール、ソーシャルメディア、郵便などで質問を寄せ

ることができます。 
受賞のローターアク

ターは、その多くが医療

に携わる若者たちでし

た。孤児や恵まれない

人々のための肝炎治療、

乳がん検診、歯科医療な

ど一連の保健キャンプ

を実施する中で、保健や

医療に関するラジオ番

組を作ろうというアイ

デアが持ち上がりまし

た。これまでの活動から、特にネパール東部では、衛

生や疾病予防に関する知識が不足していることが分

かっており、また数多くの人に基本的な保健情報を知

ってもらうことも課題でした。 
良い保健習慣と悪い保健習慣の違いを強調して演劇

形式で街の人々に説明するプロジェクトを試みたと

きに、同じようなアプローチをラジオ番組に応用して、

さらに多くの人々に情報を伝えられるのではないか

と考えました。 
提唱クラブであるダーラン・ゴーパ・ロータリーク

ラブの会員もこのプロジェクトを支援し、無料のラジ

オ番組枠を確保したほか、医療に携わるロータリアン

がラジオに出演したり、ネパールのほかのロータリー

クラブにも番組を伝え広めました。現在では、ロータ

ーアクターが専用のソフトウエアとラップトップを

使用して、番組を放送しています。 
「これは 1 日や 2 日で

できるようなプロジェク

トではありません。地道に

懸命な努力を重ね、明確な

ビジョンをもって活動し

たことが成功の鍵となっ

たと思います」と話すのは、

ラジオ番組の責任者を務

めるサティシュ・プラサー

ド・バーナワルさんです。

「このプロジェクトを通

じて、多くの人に重要な医

療情報が伝えられたこと、自分たち自身の知識にも磨

きがかけられたこと、提唱クラブのロータリアンと交

流できたこと、そして医療関係者の間でロータリーの

イメージが高められたことなど、実に多くの成果があ

りました」 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


