
 

 

 

 

 

 

 

第 2012 回例会 

平成 31 年 10 月 21 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング       「我等の生業」 

３．ゲスト紹介 

地区青少年・ライラ委員会 

委員長 橋本 竜也 様（富田林 RC） 
４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 21 名 

出席率 51.22 ％ 前回修正出席率 68.29 ％ 

 

５．会長スピ-チ        会長 寺下 卓 君 

みなさん、こんにちは。本

日、ゲスト卓話は、地区青少

年・ライラ委員会の委員長 

橋本 竜也 様です。橋本委員

長は富田林ＲＣの所属で、大

変、お忙しい中、また、遠路、

お越しいただき、誠に有難う

ございます。後ほど、卓話、

宜しくお願いします。 

次に、前回もお話いたしましたが、今月は「経済と

地域社会の発展月間と米山月間」になります。特に

米山月間につきましては、今期、我がクラブでお世

話しているハリス君はじめ、これまでも長年、多く

の米山記念奨学生を毎年、送り出してきた実績もあ

り、この制度の趣旨、役割については、充分ご理解

いただいていると思います。普通寄付金の 6,000 円

は、既に全員から頂戴しておりますが、特別寄付に

付きましても、何卒、一人当たり、平均、1 万円以

上になるよう、この場をお借りして、多くのご寄付

をお願い申し上げます。 

次に 10月 10 日(水)天野山カントリークラブにお

きまして、地区大会記念ゴルフが開催され、当クラ

ブから、谷脇さん、中西さん、楠部さんと私の 4人

が参加しました。総勢約 200 名の参加があり、その

中で、谷脇さんが第３位となりました。おめでとう

ございます。 

次に創立 45 周年記念事業として、9月度理事会で

決定し、皆様にご報告しました 国保野上厚生総合

病院へのベンチ寄贈の件ですが、先週の 18 日(金)

に小椋 記念実行委員長と前田幹事と私の 3 人で現

地病院に行ってきました。既にベンチは届けられお

り、設置場所は、敷地内の正面玄関、向って右側の

紀美野町ふれあい号のバス停前になります。なお、

寄贈式は、10 月 31 日(木)午前 10 時 30 分から、同

場所で、紀美野町の寺本町長が来ていただき、目録

を贈呈する運びで、打合せを行ってきました。つき

ましては、同日、お近くで、お時間、ご都合の許す

範囲でお越しいただける方は、是非、お運びいただ

ければ幸いです。 

また、今週の 24 日(木）に創立 45 周年記念事業

実行委員会を開催します。先のＩＤＭで頂戴した 

新春の記念例会、祝賀会における企画等における、

貴重なご意見、ご提案を基に具体的な実施案を協議

させていただきます。 

なお、ＩＤＭ報告のまとめは、各テーブルの週報 

2010 回 31 年 9 月 30 日号に掲載させていただいて

おりますので、ご覧ください。 

また、台風 15 号、19 号の災害義捐につきまして

は、地区から案内が来ております。先の理事会で決

定した災害義援金に対する方針に従って、次の理事

会で協議し、送金したいと考えています。被災地域

の皆さんには謹んでお見舞い申し上げます。 

最後に、この 26 日(土)、27 日(日)は、地区大会

となります。26 日(土)は会長と幹事のみになります

が、27 日(日)は、追ってご案内いたしますが、海南

商工会議所 11 時 20 分 集合出発の予定で、車で乗

り合わせて、参加したいと考えています。参加予定

者のみなさん、宜しくお願いします。以上、ご清聴、

有難うございました。 

 

６．幹事報告      代理(直前幹事) 中村 俊之 君 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山北ＲＣ 11 月 18 日（月）→11 月 18 日（月） 

18：30～ ルミエール華月殿 6Ｆ 
和歌山アゼリアＲＣとの合同夜間例会 

○休会のお知らせ  
有田ＲＣ   11 月 7 日（木） 
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７．委員会報告 

○米山記念奨学委員会   委員長 角谷 太基 君 

今月は米山月間です。皆さんには既にＦＡＸでお

願いしていますが、ご寄付宜しくお願いします。 

○８マル会ゴルフの連絡 

既にご案内していますが、11 月 4 日(月・祝)にサ

ンリゾートＣＣで開催します。参加申込みが未だの

方、年会費も併せてお願いします。 

 

８．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） 
みなさん、こんにちは。本

日は卓話にお招きいただき、

有難うございます。青少年・

ライラについてお話させてい

ただきます。 

日頃は、地区青少年・ライ

ラ委員会の活動にご理解、ご

協力をいただき、有難うござい

ます。 
ライラ(RYLA)とは、ロータリー青少年指導者養成

プログラム（Rotary Youth Leadership Awards）の

ことで、インターアクター、ローターアクター、ロ

ータリアン、および一般の青少年の指導力を開発す

るためのものです。リーダーシップの育成・養成を

目的として、実施するプログラムで、若い人たちが

新しい友人をつくり、楽しみながらリーダーシップ

のスキルを磨いています。 

RYLA でできることは、地元で活躍する人や豊かな

経験をもつ人たちと一緒にコミュニケーションや

問題解決のスキルを磨く。学校や地元地域で活躍で

きるリーダーとなる方法を発見する。地元を動かす

リーダーによる指導、意欲を高めるような講演、仲

間との交流を通じた学び、自分の可能性を発見し、

行動へとつなげる。楽しみながら、生涯続く友情を

培う。などを学びます。また、RYLA の内容は、RYLA

のイベントは、14〜30 歳までを対象として、地元ロ

ータリークラブや地区によって開催されます。地元

のニーズに応じて、1 日のセミナーから数日間の合

宿まで、さまざまな形式が取られます。最も多いの

は、さまざまなトピックのプレゼンテーション、ア

クティビティ、ワークショップなどを含む、3〜10

日にわたるイベントです。 

第 2640 地区

では 2020 年 3

月 20 日～21 日

（2 泊 3 日）に

平成 30 年 12 月

に新しくオープ

ンした和歌山市

加太の和歌山市立「青少年国際交流センター」で第

38 回青少年・ＲＹＬＡ研修セミナーを開催します。

是非、皆さんもご参加ください。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 2013 回 例会 10 月 28 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

「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 

 
 
 
 
橋本 竜也 様  卓話、宜しくお願いします 
（富田林ＲＣ） 
寺下  卓 君  橋本委員長、本日、卓話よろし

くお願いします。ようこそお越

し下さいました。 
谷脇 良樹 君  地区大会ゴルフ、３位になりま

した。 
小椋 孝一 君  写真展で優秀賞に入選しまし

た。 
花畑 重靖 君  県展、難しい中、小椋さんおめ

でとうございます。 
魚谷 幸司 君  橋本さん、ようこそお越し下さ

いました。ラグビーのスコット

ランド戦視てきました。一生の

思い出になりました。 
ＩＤＭ ４組   残金です。 

 
 
 
 

10 月 24 日は「世界ポリオデー」！ 
今年で 4 年目を迎え

る「世界ポリオデー」

のイベントが、10 月 24
日に行われます。米国

ジョージア州アトラン

タにある米国疾病対策

センター（CDC）で行

われるこのイベントで

は、ポリオ撲滅におけ

る進展にスポットライトをあてるほか、世界からポ

リオを永遠になくすために今後何が必要とされるの

かが取り上げられます。 
イベントの様子は、ポリオ撲滅支援サイト

（endpolio.org/ja）でライブ配信されることとなって

います。昨年の同時期と比較すると、世界的なポリ

オの発症数はほぼ半減しており、リソースを結集す

れば、今年中に最後の症例となる可能性が高まって

います。 
この秋、世界ポリオデー（10 月 24 日）やポリオ

根絶のファンドレイジングを目的とした自転車レー

スへの参戦（11 月 23 日）が予定されています。今

後もどうか、ロータリーのポリオ根絶活動へのご支

援をよろしくお願いいたします。 

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 


