
 

 

 

 

 

 

 

第 1869 回例会  

平成 28 年 4 月 4 日(月) 
17：00～ 花見例会 神田屋（海南市藤白） 

～ お誕生・結婚記念日御祝い ～ 
 

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．出席報告 

会員総数 48 名  出席者数 33 名 

  出席率 68.75 ％ 前回修正出席率 68.75 ％ 

 

５．会長スピーチ      会長 阪口 洋一 君 

皆さん今晩は。本日は当ク

ラブ恒例の花見例会でござい

ます。 
多くの会員の皆様のご出席

有難うございます。皆様には

ご多忙とは存じますが、今後

とも例会への出席及び各行事

へのご参加をよろしくお願い

いたします。 
今週に入ってから急に暖か

くなり、春本番です。昨夜からの雨も止み、ここ藤白

での満開の桜のもとで

の例会、大変幸に思いま

す。 
今日は楽しく語らい、

食べ、飲みながら友情と

親睦を深めていただき

たく思います。皆さんど

うぞごゆっくりお過ご

しください。有難うござ

いました。 
 
６．幹事報告         幹事 横出  廣 君 
○例会臨時変更のお知らせ 

和歌山中ＲＣ 4 月 22 日（金） → 4 月 22 日（金） 
19：00～ ルミエール華月殿 

（フリートーキング） 
 

７．花見例会の様子「乾杯！」 

 

 

 

 

 

 

８．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1870 回 平成 28 年 4 月 11 日(月) 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

会員卓話：寺下 卓 君 
フィリピン・マンダウエイースト RC 訪問報告 

 

 

次年度のテーマは、 
      人類に奉仕するロータリー 

 Rotary Serving Humanity です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Happy birthday！ 
４月のお祝い 

会員誕生日 
 ４日 林 孝次郎 君    １５日 山名 正一 君 

 １８日 箕嶋 利一 君 
奥様・旦那様誕生日 

１日 三木 和栄 様     ４日 土井 富子 様 
１５日 上田としゑ 様   ２３日 谷脇 真知子 様 
結婚記念日 

５日 田中 秀夫 君    １０日 中尾 享平 君   
１３日 中西 秀文 君    １６日 桑添  剛 君 
１９日 小久保 好章 君  ２３日 山畑 弥生 君 
２６日 宇恵 弘純 君    ２９日 横出  廣 君 
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四つのテスト 言行はこれにてらしてから 
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一般ニコニコ 

小椋 孝一 君  ８マル会、公務で欠席しました。 

紀美野町・雨山の郷 宜しく 
 上田 善計 君  紀美野町、元気です 
 宮田 敬之佑 君 ニコニコ予算不足です。ご協力

を！紀美野町 がんばれ！ 
 重光 孝義 君  ８マル会、上中さんすごいです。 

桑添さん上手すぎです。 
 上中 嗣郎 君  紀美野町生まれ。ファスナー苦手

です。宮田さん手伝ってくれてあ

りがとう。  
 楠部 賢計 君   65 年前の丸十運送は三輪車でシ

ュロの皮を運んでいました。 
 土井 元司 君   ＩＤＭ、ありがとうございました。 
 阪口 洋一 君   任期もあと少しです。頑張ります。 
 田岡 郁敏 君    ８マル会、歯科医師会の会議で欠

席しました。早く終わったので、          

紀美野町のパークゴルフ家族４

人で廻りました。 
 前田 克仁 君  ８マル会、欠席しました。嫁の実

家の京都に行って、北の天満宮に          

長男の大学合格のお礼参りをし

て来ました。 
 木地 義和 君  体調よろしくないですが、神田屋

の美味しい食事を頂いてます。 
綛田 さよ志 君 4 月 26 日（火）テレビ「ヒルナ

ンデス」に東京のお店が紹介され          

ます。見て下さい。 
 山田 裕之 君   3 月 31 日 ユニチカエステート

を買収しました。大阪のマンショ          

ン経営にも参加します。 
 魚谷 幸司 君   ８マル会、楽しく廻らせて頂きま

した。 
 吉田 昌生 君  神田屋さん、ご利用ありがとうご

ざいました。藤白神社の後継者が 
出来ました。 

 谷脇 良樹 君    ８マル会、中村さん、山畑さん 

スイングＯＫです。楽しい１日で

した。 
 中村 俊之 君  スイングほめていただきました。

よく飛びましたが、・・・。頭を

使って良い成績になるように頑

張ります。 
 上野山 雅也 君 ８マル会の幹事をしました。楽し

い１日でした。 
 桑添  剛 君  ８マル会、ベスグロで準優勝。          

宇恵さんを迎えに行き雨山の桜

に感激しました。 
 大江 久夫 君  ８マル会、大出費でした。でも楽

しいゴルフでした。 
 山東 剛一 君  先日、医大に６日間入院。今度は

白内障の手術をします。早く元気

になり、お酒が飲みたいです。 

  
林 孝次郎 君  花田さんが、フィリピンのパラワ

ンエルニドに着いたそうです。    

本日、私の誕生日。スカイプで孫

がハッピーバースディを歌って

くれました。 
         

沢山のニコニコ有難うございました！ 
 

 

 

 

若者へのメンタリングで活躍する女性たち 
日本では「メンタリング」

という言葉に聞き慣れない

人も多いことでしょう。これ

は、「メンター」と呼ばれる

経験豊かな年長者が、対話や

助言を通じて経験の浅い人

や若者の人材育成を行うこ

とを指し、アメリカでも比較

的最近に使われるようになった言葉です。 

アメリカのロータリアン、クララ・モンタネスさん

は、学生の頃、「メンタリング」という言葉を耳にし

たことがありませんでした。大抵の人は大卒後に就職

しますが、モンタネスさんは就職前に結婚し、出産。

子育ての後でキャリアを歩みはじめました。相談でき

る人がいなかったと、今は保険会社のシニアディレク

ターを務めるモンタネスさんは当時を振り返ります。 

2003年にワシントンDCロータリークラブへの入会

を誘われたことで、すべてが一変しました。「正直言

って、ロータリーへの入会には消極的でした。自分に

メリットがあるとは思えなかったのです」と「クラブ

で出会った仲間たちは、活動に積極的に参加する方法

について丁寧に指導してくれました。メンターとして

頼りにできる人をもつことの価値を知り、クラブ、地

元地域、そして職場で、自分でもリーダーシップを発

揮できるようになったのです」 

こうしてモンテネスさんは、米州機構へのロータリ

ー補欠代表となり、3月 8日の「国際女性デー」イベ

ントの企画を手伝うことに。世界銀行本部（ワシント

ン DC）でのこのイベントは、国際ロータリー理事ジ

ェニファー・ジョーンズさんによる司会の下、ロータ

リー・ウーマン・オブ・アクション賞の過去の受賞者

であるディーパ・ウリィンガムさんとマリオン・バン

チさんをゲストに迎え、World Bank Live を通じてイ

ンターネットでも中継されます。 

仕事と家庭の両立をめざす若い女性たちのメンター

となる機会をロータリーが与えてくれた、とモンタネ

スさん。米国大学女性協会（AAUW）の最近の調査では、

男女の賃金格差により、学費ローン返済が女性たちの

大きな負担となっていることが分かっています。 「苦

労している若い女性たちは、ロータリーなら安心、と

相談してくるのです」（以下、省略） 

 


