
 
 
 
 
 
 
 

第 1730 回例会 

平成 24 年 12 月 17 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 55 名 出席者数 40 名 

  出席率 72.73％ 前回修正出席率 58.18％ 

 

４．会長スピーチ      会長 花田 宗弘 君 

今日は今年最後の例会となりま

す。衆議院選挙も終わりやっと静か

になりました。 
一昨日はロータリーファミリー

の餅つきイベントが小椋さん宅で

ありました。外国人６名と家族の方

も含め 26 名の参加があり、米山奨

学生 代さん等による中国餃子の実

演もあり和やかな１日を過ごすことができました。 
年明け早々には姉妹クラブである台湾の彰化東南

RC のメンバー７名が５日に来日し、７日の新春例会

に出席されます。そのあと８日はゴルフと観光のグル

ープに分かれ行動しますので皆様のご協力よろしく

お願い致します。 
地区からの連絡で、青少年交換の 2013 年夏期短期

交換学生募集が来ています。期間は夏休みの間の２～

３週間です。適当な知り合いの高校生がいましたら是

非紹介してください、締め切りは１月末となっていま

す。また、米田パストガバナーが RI の 2013 年規定

審議会代表議員に選任されたとの通知がきています。 
 
５．幹事報告         幹事 中西 秀文 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 海南ＲＣ   12 月 26 日（水）→12 月 23 日（日） 

18：00～ ロイヤルパインズＨ 

（クリスマス家族会） 

        1 月 9 日（水）→1月 9日（水） 

18：00～ 美登利（新年初例会） 

 新宮ＲＣ   1 月 9 日（水）→1月 9日（水） 

18:30～かわゐ（新春夜間例会） 

 那智勝浦ＲＣ 1 月 10 日（木）→1月 8日（火） 

12:30～ 熊野那智大社 

「初詣例会」 

        1 月 31 日（木）→1月 27 日（日） 

18:30～ ホテルなぎさや  

「家族親睦新年会」 

 和歌山西ＲＣ 1 月 30 日（水）→ 1 月 31 日（木） 

18:00～ 加太 「あたらし屋」 

  新年宴会（夜間例会＆家族会） 

○休会のお知らせ 

新宮ＲＣ   12 月 26 日（水） 1 月 2 日（水） 

那智勝浦ＲＣ 12 月 27 日（木） 1 月 3 日（木） 

海南ＲＣ    1 月 2 日（水） 

 

６．米山功労・ロータリー財団の表彰 

米山功労クラブ   米山功労者 千賀 知起 君 

 

ロータリー財団表彰 花田 宗弘 君 

 

７．委員会報告     

○クラブ親睦委員会     委員長 千賀 知起 君 

 来年 1 月７日の新春夫婦例会には多数のご参加を

お願いします。 

 

８．新入会員卓話         山田 裕之 君 

私は、京都大学の農学部に入学

し、農学部の大学院で修士課程を

過ごし、その後、薬学部の大学院

にて博士課程をすごしました。 

 細胞の時間を巻き戻す山中教

授の iPS 細胞は、これまでの生命

科学の常識を覆す画期的な発見

であります。i-mode や i phone な

ど、ヒット商品・サービスには「i」

がつくものが多いことに気付いた山中教授は、ご自身

の発明にも『i』をつけることで名前の定着をつなが
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ったものではないかというエピソードがあります。私

の研究のメインテーマは 24 時間周期の体内時計のメ

カニズムに関する研究でした。不規則な生活が生活習

慣病の発症に寄与するらしいことが分かっており、規

則正しく生活することが健康増進に大切であると言

えます。大事なポイントは、毎日決まった時間に日光

を浴びることです。 

 

９．閉会点鐘 

 
ロータリーファミリー 餅つきイベント 

平成 24 年 12 月 15 日(土) 
小椋孝一君のお宅 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

米山記念奨学生の代さんたちが作った餃子（右下） 
 
 
 
 
 
 
 
  みんなでお餅を丸めます。 
 
次回例会 

第 1731 回例会 25 年 1 月 7 日(月) 
    和歌山ロイヤルパインズホテル 

 18：30～ 「新春夫婦例会」 
 
 
 
 
角谷 勝司君  最後の例会出席となりました。海南

東ＲＣの設立以来、皆様には大変お

世話になりました。ロータリーのよ

さは夫婦で楽しめたことです。沢山

の思い出があります。本当に有難う

ございました。世代交代で 1 月から

は息子が入会します。同様によろし

くお願いします。 
阪口 洋一君  小椋さん宅での餅つき、美味しく、

とても楽しかったです。有難うござ

いました。 
吉田 昌生君  古事記について調べ始めました。「古

事記、日本書記の旅、和歌山編」が

和歌山県のＨＰに掲載されています

ので、ご覧下さい。 

那須 正志君  餅つき大会には外国の方や沢山ご参

加いただき楽しかった。小椋さん、

有難うございました。 
岸  友子君  ３人目の孫（可愛い女の子）が生ま

れました。 
朝井  修君  昨日は選挙の投票管理者で、一日中、

海南三中の体育館に詰めました。 
中西 秀文君  土曜日は、小椋さんにお世話になり、

有難うございました。 
山田 裕之君  本日、卓話をさせていただきます。 
楠部 賢計君  自民党の大勝を祝う。私は自民党員

です。 
 
 
 
 
ホンジュラスで非行防止に 

貢献する青少年センター 
ホンジュラスの首都テグシガ

ルパで活動する 7 つのロータリ

ークラブが恵まれない地域の青

少年のための施設を支援してい

ます。この青少年センターは、

ロータリークラブからの資金に

加え、米国国際開発庁のプロジ

ェクトと非営利団体セーブ・ザ・チルドレンからの援

助を受けて実現しました。2009 年に設立されたセン

ターは、都市部で最も貧しいブエナス・ヌエバスとビ

ラフランカに位置し、両地域の人口は合わせて

22,000 人ほどです。この 2 地域は、暴力団や麻薬組

織が活動する危険な地域です。ロータリアンであるギ

エルモ・エンリケ・バレさんは自ら所属するテグシガ

ルパ ロータリークラブと、人口成長と持続可能な開

発のためのロータリアン行動グループが協同で行っ

たプロジェクトの調整役を務めました。「若い人たち

は学校に通い職業訓練を受ける代わりに暴力団や麻

薬組織に巻き込まれやすいのが現状です。しかも、一

度関与すると、抜け出しにくいのです」青少年センタ

ーは 10 歳から 29 歳までの子どもや若者が利用でき、

セーブ・ザ・チルドレンが運営を行っています。ここ

では危険な環境から離れ、安全な場所で宿題やスポー

ツをし、木工技術、配電、コンピューター管理といっ

た新しいスキルを学ぶことができます。「利用者の多

くは既に学校を卒業していますが、社会から取り残さ

れてしまっています」「そうした若者が悪い環境に巻

き込まれてしまう前に、将来の可能性を広げてあげる

ことが目標です」ロータリアンがセンターの運営を託

すセーブ・ザ・チルドレンは、このプロジェクトが大

きな成功を収めていることから、独自にほか 2カ所で

も同様のセンターを開設しました。バレさんによると、

国内のほかのロータリアンもこのようなセンターの

支援を行う計画があるそうです。ホンジュラスには

29 のクラブがあり、1クラブが 1つのセンターを支援

することが理想です。 
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