
 

 

 

 

 

 

 

第 2011 回例会 

平成 31 年 10 月 7 日(月) 
海南商工会議所 4F 19:00～ 

お誕生日、結婚記念日のお祝い 
 

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    

米山記念奨学生   ハリス君 

５．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 25 名 

出席率 60.98％ 前回修正出席率 75.61 ％ 

 

６．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんばんは。 

10 月の第一例会です。今月、誕

生日、結婚記念日を迎えられる皆

さん、おめでとうございます。 

ロータリーの特別月間は「経済

と地域社会の発展月間・米山月間」

です。 

これにちなんで、「6つの重点分野」の表記が一部

変更になっています。 

ロータリー財団管理委員会は、未来の夢計画の実

施後、初めての包括的な見直しを受け、各重点分野

の基本方針に若干の変更を加えています。6 つの重

点分野は、 

•疾病予防と治療 

•母子の健康 

•水と衛生* 

•平和構築と紛争予防* 

•地域社会の経済発展* 

•基本的教育と識字率向上 

また、ついでにロータリアンの行動規範も RI 理

事会で表記の変更がありましたのでお知らせしま

す。 

ロータリアンとして、私は以下のように行動する。 

①個人として、また事業において、高潔さと高い倫

理基準をもって行動する。 

②取引のすべてにおいて公正に努め、相手とその職

業に対して尊重の念をもって接する。 

③自分の職業スキルを生かして、若い人びとを導き、

特別なニーズを抱える人びとを助 け、地域社会

や世界中の人びとの生活の質を高める。 

④ロータリーやほかのロータリアンの評判を落と

すような言動は避ける。 

⑤ロータリーの会合、行事、および活動においてハ

ラスメントのない環境を維持すること を支援し、

ハラスメントの疑いがあれば報告し、ハラスメン

トを報告した人への報復が起こらないよう確認

する。 

この行動規範は、ロータリアンの職業奉仕の基本

となり、前は「ロータリアンの職業宣言」として、

決議 23-34以来、変更を重ね、今回に至っています。 

ロータリーの目的（旧「ロータリーの綱領」）や

「ロータリーの義務」「四つのテスト」など、沢山

のロータリーの基礎となる取り決めがありますの

で、機会があれば、マイロータリーなどで、調べて

きてください。 

次に米山月間です。一人当たり 普通寄付金 

6,000 円、特別寄付金 9,000 円、合計 15,000 円（地

区目標）です。我がクラブでお世話しているハリス

君など、これまでも多くの米山記念奨学生を送り出

してきました。また、米山梅吉記念館も今年、50 周

年を迎えました。 

角谷委員長も前回例会で報告してくれました。こ

の制度、役割をご理解いただき、ご寄付をお願いし

ます。なお、普通寄付はクラブ予算から寄付いたし

ますので、出来るだけ、残りあと、一人、1 万円程

度のご寄付をお願いします。 

次に 10 月 4 日、10 月度の理事会を開催しました

ので、ご報告いたします。 

・指名委員会設置について（10/28 例会で設置宣言） 

・ホノルル国際大会について（10 月末に募集） 

・「令和元年 8 月九州北部豪雨災害」義捐金につい

ては、災害義援金の考え方（別紙）の一人当たり

の金額のランクを理事会で判断し、今回はランク

1（43 人×1,000 円＝43,000 円）とする。 

・世界民族祭 in 紀美野（11/17）の出店では、米山

記念奨学生のハリス君のマレーシア料理（ミーゴ

レン、サティー等）を販売する。（本日、試食品

を食べてもらいます） 
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・海南青年会議所 50 周年記念事業「えきまえイル

ミネーション」協賛金（10,000 円） 

詳細は、議事録を参照してください。 

 

７．幹事報告                幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
那智勝浦ＲＣ  10 月 10 日（木）→10月 10 日（木）

12：30～南紀熊野ジオパークセンター 

10 月 24 日（木）→10月 27 日（日） 

親睦移動例会（会場 未定） 

 高野山ＲＣ  10 月 11 日（金）→10 月 10 日（木） 

親睦例会 大阪方面 

10 月 18 日（金）→10 月 18 日（金） 

移動例会 

100 年の森林と植樹地の除草作業 

10 月 25 日（金）→10 月 27 日（日） 

変更 

○休会のお知らせ  
那智勝浦ＲＣ 10 月 17 日（木） 

○10 月ロータリーレート 
 １＄＝108 円 
○地区ガバナーエレクト事務所開設のご案内 

開設日      2019 年 10 月 1 日（火） 

所在地      〒640－8331 

和歌山市美園町３丁目３４番地 

 けやき ONE 301 号室 

TEL：073－426－2640 

FAX：073－426－2660 

E-mail：fujii@rid2640g.com 

執務時間    9：00～17：00 

（休日：土・日・祝祭日） 

８．米山記念奨学金の贈呈 

米山記念奨学生 ハリス 君 

みなさん、こんばんは。ミーゴ

レン（マレーシア焼きそば）は、

なつかしい味がしました。美味し

かったです。ロータリーの皆さん

とも、お会いする機会が増えて、

楽しんでいます。これからも宜し

くお願いします。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

祝日休会    10 月 14 日（月） 

第 2012 回 例会 10 月 21 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

「ゲスト卓話」 
地区青少年・ライラ委員会委員長 

橋本 竜也 様（富田林 RC） 

 
 
 
 
 

 
 

 

10 月のお祝い 
○会員誕生日 
2 日 魚谷 幸司 君       

5 日 大江 久夫 君 

14 日 小久保 好章 君    

14 日 千賀 知起 君 

26 日 谷脇 良樹 君 

○奥様・旦那様誕生日 

3日 山東 久枝 様     20日  岩井 まり子 様 

24 日 瀬藤 憲康 様 

○結婚記念日 

12 日 村田 宏之 君     19 日 上中 嗣郎 君 

24 日 山東 剛一 君   25 日  荻野 昭裕 君 

31 日 千賀 知起 君 

○一般ニコニコ 
中村 俊之 君  10 月 12 日、13 日やきとリピッ

クは台風接近が心配ですが、ご

参加下さい。 

中西 秀文 君  旅行中に体調崩して、食事会キ

ャンセルして、検査しましたが

良好でした。 

倉橋 利徳 君  開院十周年になりました。 

山畑 弥生 君  先週、孫の運動会に行ってきま

した。 

千賀 知起 君  お酒「はるしか」を店に置くこ

とにしました。 

宇恵 久視 君  先週、毎日外食でした。 

上田 善計 君  土曜から北海道です。台風被害

のないことを願っています。 

桑添  剛 君  サンリゾートのグランドシニ

アに参加しました。 

上野山 雅也 君 箕嶋さんのリフォムもうすぐ

完了します。 

箕嶋 利一 君  上野山さん、倉橋さんから仕事

頂いています。世界に羽ばたく

箕嶋建設です。 

大江 久夫 君  渋野のパター買いました。あま

り入らない。 

阪口 洋一 君  ５月で友達が退職したので、毎

月飲み会をして、大阪に行く機

会が増えました。 

花田 宗弘 君  星林の同窓会がありました。人

数が少なくても来年もします。 

楠部  均 君  ジョニーウォーカー１８年美

味しかったです。 

倉橋 順子 君  やきとリピック開催、台風接近

が心配です。 

溝端 文蔵 君  ロータリーに入会して３カ月、

なぜこの狭い海南にＲＣが３

つあるのでしょうか？ 

山名 正一 君  この土・日 世界陸上などスポ

ーツをみて、楽しみました。 



田中  淳 君  アイフォンに替えました。 

寺下  卓 君  消費税率変更で仕事に忙殺さ

れています。 

魚谷 幸司 君  ラグビーワールドカップ豊田

まで、観戦に行ってきました。 

奥  喜全 君  ９月に１カ月禁酒を目指しま

したが、10 日しかもちません

でした。 

前田 克仁 君  阪神タイガース がんばれ！ 

重光 孝義 君  土・日、買い物につきあって孝

行しました。 

 

10 月度 例会プログラム 
 

7 日（月）19:00～ 夜間例会 

「誕生日・結婚記念日のお祝い」 

14 日（月・祝）休会（細則 第 5 条 第 2 節） 

21 日（月）12:30～ 例会 

【ゲスト卓話】 

地区青少年・ライラ委員会委員長 

橋本 竜也 様（富田林 RC） 

28 日（月）12:30～ 例会 

【ゲスト卓話】 

「スポーツボイスについて」 

医療法人芳純会 潮岬病院 

院長 東芳史 様 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
失業、不完

全雇用、ビジ

ネ ス の 機

会・職業研

修・社会保障

の欠如は、貧

困を引き起

こす深刻な

問題です。人びとが健康で安全な生活を送るための

手段の一つとなるのが「働くこと」であり、貧困を

減らすには雇用機会の創出と収入源の確保が必要

とされます。特に、女性、若者、貧困層の人びとの

エンパワメント（社会における地位向上）は、持続

可能な経済的・社会的発展のカギとなる要素です。

「経済と地域社会の発展」は、ロータリーの 6つの

重点分野の一つとなっています。 

世界銀行によると、1日に 1ドル 25 セント未満で

生活する貧困者数は、1990 年に 192 万人でしたが、

2011 年には 100 万人にまで減少しています。貧困を

減らす取り組みでは着実な成果が挙げられており、

2015 年にはミレニアム開発目標（MDGs）の一部が達

成されています。しかし、持続可能な開発目標

（SDGs）では、現在も世界に以下のような切迫した

ニーズがあると指摘されています。 

 

経済と地域社会の発展が重視される理由 
一人当たりの農業収入が 1％増えるごとに、極度

の貧困者数が 0.6％～1.8％減る。ある研究によると、

マイクロクレジット（小口融資）を利用できれば、

収入や消費の変動に左右されにくくなる。 

ナイジェリアでは、人材投資（教育や研修等）を

1％増やすことで、貧困を 66％以上減らすことがで

きる。単純労働で働く女性は、専門性のある仕事に

就くためのスキルを備えていない。シンガポール、

台湾、マレーシアなどの国に見られるように、職能

訓練の充実は、その国の付加価値生産を高めるため

の必須条件である。2013 年の失業人口は約 2億 200

万人であり、そのうち 7450 万人は 15 歳～24 歳の若

者だった。都市部以外に住む貧困者の 70％の主な収

入源と仕事は農業である。 

 

 

プロジェクトを始める前に、まず地域社会の「ニ

ーズ」何が必要か）と「リソース」（何を地元で調

達できるか）を確認することが大切です。地域の強

みと弱みを調べ、どのようにしてニーズに取り組む

のが効果的かを考えましょう。現地の歴史、文化、

社会構造を念頭に入れ、地元の人や自治体・他団体

と協力して徹底した地域調査を行いましょう。調査

の段階から地元の人と協力すれば、重要なニーズが

見つけられるだけでなく、地元の支持を得た上で、

持続可能性の高いプロジェクトを実施できます。 

経済と地域社会発展のニーズがある場合、その多

くは以下のいずれかのカテゴリーに当てはまるは

ずです。 

•若者の失業率を下げる 

•起業の妨げとなる要因をなくす 

•農業・畜産業の機会を妨げる要因をなくす 

•貧困問題に取り組むためのリソース 

 

若者の失業率 
2013 年の統計によると、全世界で失業中の若者

（15～24 歳）の数は 7450 万人を上回っています。

スキルとリーダーシップを育むことは、若者の就業

率を改善し、貧困を減らすための重要な要素です。

仕事に役立つスキルを身につければ、就職のチャン

スが広がるだけでなく、生産性が高まり、地元経済

の発展も促されます。しかし、貧困地域の人びとに

スキル養成の機会を提供し、スキル研修が実際に就

業へつながるよう支援するには、事前の慎重な計画

が必要です。 



農業・畜産業の支援 
2013 年、全世界で推定 8 億 4200 万人が慢性的な

飢えに苦しんでおり、その 98％が発展途上地域に暮

らしています。今世紀半ばまでに、世界人口の約

70％が都市部に集中し（現在は 49％）、収入レベル

も増加すると予想されています。都市部とその近郊

に住む比較的裕福な人口が増えれば、高まる需要に

よって食糧生産を今よりも約 70％増やす必要性が

生じます。地元の課題と資産は何かを考え、適切な

介入策を立てることで、農業生産の維持と増加が促

されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山記念奨学会について 
 

ロータリー米山記念奨学会は、勉学、研究を志

して日本に在留している外国人留学生に対し、日

本全国のロータリアン（ロータリークラブ会員）

の寄付金を財源として、奨学金を支給し支援する

民間の奨学団体です。 

 

目的 
ロータリー米山記念奨学会は、将来母国と日本

との懸け橋となって国際社会で活躍する優秀な留

学生を奨学することを目的としています。優秀と

は「（1）学業」に対する熱意や優秀性はもちろん

のこと、「（2）異文化理解（3）コミュニケーショ

ン能力」への意欲や能力に優れている点が含まれ

ます。 

ロータリー米山奨学生は、ロータリークラブを

通して日本の文化、習慣などに触れ、社会参加と

社会貢献の意識を育て、将来ロータリーの理想と

する国際平和の創造と維持に貢献する人となるこ

とが期待されます。 

 

民間 大の奨学事業 
年間の奨学生採用数は 850 人（枠）、事業費は 14

億円（2017-18 年度決算）と、国内では民間 大の

国際奨学事業となっています。これまでに支援し

てきた奨学生数は、累計で 20,396 人（2018 年 7

月現在）。その出身国は、世界 127 の国と地域に及

びます。 

 

世話クラブとは？ 
日本には約 2,300のロータリークラブがあります。

そのうち 1 つのクラブが、1 人の奨学生の「世話ク

ラブ」となります。米山奨学生は世話クラブの例会 

に月に一度出席し、ロータリー会員と積極的に交流

して国際交流・相互理解を深めるとともに、ロータ

リーの奉仕の心を学びます。 

 

特色 ～世話クラブとカウンセラー～ 
米山奨学金には、奨学金による経済的な支援だけ

でなく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウ

ンセラー制度による心の通った支援があります。奨

学生 1人に対し、世話クラブのロータリアンの中か

ら 1人がカウンセラーとなります。カウンセラーは、

奨学生の個人的ケアにあたるアドバイザーです。 

様々な職業、世代で構成されるロータリークラブ

での交流は、奨学生が日本文化に接し、将来や奉仕

について考える機会となります。米山奨学生とロー

タリアンの交流は、相互理解のみならず、双方にと

って財産となるものです。 

 

シンボルマークについて 
重なり合うハートは「ロー

タリアン」と「奨学生」を表

しています。外国人留学生の

支援・交流を通じ、国を超え

た絆や信頼関係を築き、やが

て、一人ひとりの胸に世界平

和を願う”心” を育てるとい

う、事業創設の願いが込めら

れています。 

手は、そうした”心”を生み出すと同時に、当事

業がロータリアンの手で支えられていることを示

しています。 

 

米山奨学事業は、日本 初の

ロータリークラブの創立に貢献

した実業家米山梅吉氏の功績を

記念して発足しました。1952 年

に東京ロータリー･クラブで始

められたこの事業は、やがて日本の全クラブの共

同事業に発展し、1967 年、文部省（現在の文部

科学省）の許可を得て、財団法人ロータリー米山

記念奨学会となりました。 

 

米山学友会とは 
学友（奨学期間を終了した元米山奨学生）と現

役奨学生によって組織されている会です。 

世代と国境を越えた交流の場となっています。 

学友会は、日本では 33 団体、海外には 9（韓国・

台湾・中国・タイ・ネパール・モンゴル・スリラ

ンカ・マレーシア・ミャンマー）にあります（2019

年 4 月末現在）。母国での海岸清掃や貧しい子ども

への支援などの奉仕活動を行ったり、ロータリー

クラブと連携しながら地域貢献活動を行っていま

す。 

 
クラブ会報・雑誌委員会  委員長：重光 孝義  岸 友子  岩井 克次  千賀 知起  赤松 昭二  宇恵 久視  倉橋 順子  楠部 均  宮脇 節子  寺下 卓 


