
 
 
 
 
 
 
 

第 1724 回例会 

平成 24 年 11 月 5 日(月) 
18：30～ 海南商工会議所４F 

夜間例会 お誕生日祝い 結婚祝い 
 

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．ゲスト紹介  米山奨学生    代  向 斐 様 

５．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 30 名 

  出席率 54.55％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

６．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

私の住んでいる近くに、多く

の人が集まる人気クラブがあ

ります。 
ロータリークラブの人気が

低迷し会員増強に苦労してい

る中で、このクラブは幅広い年

齢層で多くの会員を集めてい

ます。どうして人気があるのか、

入会した人の話を聞いてみる

と、このクラブに入れてもらったお陰で、夫婦仲が良

くなった、健康になった、友達が増えた、商売が繁盛

してきた等いいことずくめです。ある女性は長い間子

供が出来なかったのがこのクラブに入れてもらって

間もなく子供ができたと喜んでいました。私も体験入

会で覗いてみましたが、毎週会合がありカリスマ性が

あると言われる女性が壇上で話をし、聴衆から困って

いること、悩んでいることの質問を受け、それに応え

ていました。基本的には周りをきれいに掃除する、身

だしなみを正し出来るだけおしゃれをする、笑顔と感

謝を忘れない、相手のいうことを良く聞き、相手の立

場を重んじるなど、ロータリーで云われていることと

も共通するところが多いのですが、大きな違いは、ロ

ータリーは個人の利益になることは嫌がられ、皆のた

めになることが喜ばれます。 
この会では個人の幸せを第一としていますが、個人

のベースがしっかりとしていないと他人のことまで

手が回らないと思いますので、まずは個人、家族の幸

せが大切だと思われます。 
周りをきれいに掃除することにより、気持ちもきれ

いになり晴れやかな気分になり、おしゃれをすること

により自分に自信が出てくるようです。 
自分が変わればまわりも変わる、まわりが変われば

世界も変わると云われています。 
 

７．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ 11月13日(火) →  11月13日（火） 

 朝日屋（親睦移動例会） 
 和歌山ＲＣ  11月20日(火)→11月20日(火) 

18:00～ ダイワロイネットＨ ４F 
３クラブ合同夜間例会 

       （和歌山西RC・和歌山アゼリアRC） 
 和歌山城南ＲＣ 11月22日（木）→11月22日（木） 

18:30～ あおい茶寮（会員忘年例会） 
 和歌山南ＲＣ 11月30日(金)→11月30日(金) 

12:30～ ルミエール華月殿（例会場の都合） 
○休会のお知らせ 
 和歌山城南ＲＣ   11 月 29 日（木） 

 

８．表彰、お祝い 

○角谷 勝司 君   

秋の叙勲で、旭日双光章を授賞 

されます。 

おめでとうございます。 

 会員一同、お祝い申し上げます。 

○山東 剛一 君 

米山奨学金寄付で 100 万円達成。 

米山功労者（メジャードナー）とし

て表彰され、感謝状と記念品が贈呈

されました。 
 おめでとうございます。 

 

９．委員会報告 

○広報・雑誌・IT委員会   委員長 宮田 敬之佑 君 

 「ロータリーの友」について、11 月

号ではロータリー財団月間の記事が掲

載されています。また、インターアクト

週間もあり、記事が載っていますので読

んでください。 
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○国際奉仕委員会     副委員長 寺下 卓 君 

 姉妹クラブの台湾 彰化東南ロータリークラブの皆

さんが、来年 1月の新春夫婦例会に来訪されます。予

定では 1 月 5 日に関空着、6 日観光、7 日例会出席、

８日ゴルフ、９日帰国のスケジュールです。歓迎とご

協力をお願いします。 

 

９．ゲストスピーチ  米山奨学生  代  向 斐 様 

 みなさん、今晩は。いつも奨学

金を戴き、また、お世話になり、

ありがとうございます。11 月 14

日、海南駅前の「香州園」で中国

語会話の勉強会をしています。是

非、皆さん参加してください。宜

しくお願いします。 

 

11．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1725 回例会 23 年 11 月 12 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

米山記念奨学会委員長会議報告 
職業奉仕委員長報告 

 
 
 
 
     Happy birthday 

 
 
○会員誕生日 

 ４日 前田 洋三君   ９日 吉田 昌生君 

１４日 奥村 匡敏君  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 奥村 匡敏君  １６日 楠部 賢計君 

 ２１日 花田 宗弘君  ２２日 中村 俊之君 

 ２７日 林 孝次郎君  ２７日 田岡 郁敏君 

○一般ニコニコ 
小椋 孝一君  県展の写真部で浅井さんの作品を

見ましたすごく良かったです。 
 朝井   修君  先月もニコニコで発表させていた

だきましたが、改めてありがとう

ございます。 
 千賀 知起君  「まこもだけ」耕作放棄地対策に

県が試験栽培しています。これを

使った料理の紹介等をＴＶで放送

されました。 

 
 
 
 
インターアクト・ビデオコンテスト作品募集  
 

インターアクトクラブの活動を伝える「インターア

クト・ビデオコンテスト」が今年も実施されます。イ

ンターアクト 50 周年を迎える今回のコンテストでは、

以下の 3 つのテーマのいずれかに該当する作品を募

集します。 

過去：私のインターアクトクラブの素晴らしい歴史

（元インターアクターのインタビューを含める

とボーナスポイントが加算） 

現在：より良い世界をつくるために、私のクラブが取

った 5つの方法 

未来：インターアクト 2062（今後 50 年間にインター

アクトは世界をどう変えられるか） 

参加方法 

3 つのテーマのいずれか

に該当するビデオを作成し

たら、インターネット動画

サイトの YouTube（ユーチュ

ーブ）のアカウントを作り、作品を掲載してください。

その後、コンテスト応募書式に必要情報を入力の上、

Eメール、ファックス、または郵送で、12 月 3 日（必

着）までにご提出ください。 

本コンテストには、インターアクトクラブと提唱ロー

タリークラブが参加できます。18 歳未満の参加者は、

保護者の了承を得る必要があります。最優秀作品は、

国際ロータリーのウェブサイトで紹介され、受賞クラ

ブには盾が贈呈されます。また、最終選考に残った 3

クラブには田中作次 RI 会長の署名が入った表彰状が

授与され、入賞作品がロータリー公式 YouTube のイン

ターアクト・ビデオコンテストのページに 1年間掲載

されます。作品が失格とならないよう、以下の注意事

項を参考にし、コンテストの規則をご確認ください。

昨年度の受賞者からのヒントもご覧ください。 

すべきことは、①想像力を働かせ、ビデオ作成を楽し

む②3 つのテーマのどれか一つを作品に反映させる

③作品の長さは 30 秒から 3 分とする④作品は英語の

ものとする、あるいは英語の字幕をつける⑤著作権使

用料のかからない音楽を使用する 

避けるべきこと 

①著作権で保護された音楽、イメージ、映像、図柄、

ビデオの使用②インターアクトの公式ロゴや名称以

外の商標、ロゴ、ブランド名の使用③過去に公開、応

募、配送、配信されたことのあるビデオの提出④他人

が制作したビデオ⑤複数のビデオの応募 

応募締切日は 12 月 3 日まで 

ご質問は E メール（interact@rotary.org）でお問い

合わせください。 
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