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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1983 回例会
平成 31 年 2 月 4 日(月)
19：00～ 海南商工会議所４F
夜間例会

お誕生日

結婚記念日お祝い

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．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 27 名
出席率 64.29 ％ 前回修正出席率 64.29 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん こんばんは！今日
は、春を思わせる陽気でした
が、インフルエンザの流行も、
この暖かさで終息してくれれ
ば良いのですが！
去る 1 月 14 日から米国サン
ディエゴで 1 週間、次期ガバ
ナーエレクト研修会である国
際協議会が開催され、米国アラバマ州出身の RI 会
長エレクト マーク・ダニエル・マローニー氏のテ
ーマとビジョンが発表されました。マローニ―氏は、
「ロータリーの奉仕を通じて有能で思慮深く寛大
な人々が手を取り合い、行動を起こす繋がりを築き
ましょう」と言う意味で、テーマは「ロータリーは
世界をつなぐ」と発表
されました。そして、
来月 3 月 9 日には、当
地区会長エレクト研修
セミナー（PETS）が開
催されますので、この
テーマとビジョンにつ
いては、後に寺下会長エレクトより会員卓話 PETS
報告にて詳しい説明がなされると思います。又、4
月 21 日には、和歌山大学で地区研修・協議会が開
催される予定です。
さて 2 月は、平和と紛争予防・紛争解決月間とな
っています。現在、紛争や迫害によって住む場所を
失った避難民は、国連難民高等弁務官事務所
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

（UNHCR）の調べでは約 6,850 万人にのぼり未だに
増え続けているそうです。この問題でハリウッド女
優のアンジェリーナ・ジョリーさんは、国連難民弁
務官特使として、危険を伴うシリア、パキスタン、
アフガニスタンなど 40 カ国以上の難民キャンプを
訪れ、人々の苦しみに耳を傾け、避難民の現状を把
握し、精力的に国際支援を訴えるなど、長年難民問
題や平和構築の問題に力を注ぎ多額の寄付をして
いることは、とても有名ですが、一方ロータリーが、
どの様に支援しているのかを知る人は残念なこと
に！そう多くはないと思います。この月間は、昨年
11 月のロータリー財団月間で、お話しました 6 つの
重点分野の一つで、貧困、民族対立、不平等、教育
の欠如などの争いの温床となる問題への取り組み
や、将来紛争予防や仲裁、難民支援など、平和構築
に関連した仕事に従事することを目指す専門職業
人のための奨学金支援を強調する月間です。具体的
には、ロータリー平和フェローシップ（平和センタ
ーで学ぶ学生の募集と奨学金授与）やグローバル補
助金などを活用して、海外のロータリークラブと共
同で奉仕活動に取り組み、友好を育むことで相互理
解と平和を推進する月間となっております。
では、今夜は、久しぶりのホーム会場での夜間例
会です。新入会員、同好会に属さない会員や
Minority である女性会員の方々は、会員同士の繋り
が希薄になりがちですので、後のニコニコ BOX で、
どんな些細なことでも結構ですので、積極的に近況
などをお話して頂き、共通話題を持って尚一層連帯
感を図って頂ければ幸いに存じます。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
那智勝浦ＲＣ 2 月 14 日（木）→2 月 17 日（日）
8:00～ ポリオプラス募金活動
南の国の雪まつり会場
和歌山東ＲＣ 2 月 21 日（木）→2 月 23 日（土）
16:00～ ダイワロイネットホテル４Ｆ
（創立 60 周年記念例会）
○休会のお知らせ
和歌山東ＲＣ 2 月 28 日（木）
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７．お祝い金の贈呈
中西 秀文 君のお子様のご結婚に際し、お祝い金
を贈りました。

８．閉会点鐘
祝日休会 2019 年 2 月 11 日（月）
次回例会 2019 年 2 月 18 日（月）12:30～
第 1983 回例会 海南商工会議所４F
会員卓話 会長エレクト 寺下 卓 君
クラブ雑誌・公共イメージ委員長会議

報告

上野山 雅也 君

Happy birthday！
2 月のお祝い

好きな事を言えば、長生きする。
恵方巻きを智弁学園に持って行
きました。
花田 宗弘 君
梅がきれいでした。新会員、う
れしいです。
箕嶋 利一 君
ゴルフ楽しみました。
重光 孝義 君
娘インフルエンザ、私もインフ
ルエンザ、倉橋先生に診てもら
いました。
上野山 雅也 君 子供２人出ていき、家のリフォ
ームを考えています。
赤松 昭二 君
ゴルフ調子良かったが、パット
が決まらなかった。
桑添
剛 君
８○会ゴルフ、４位の幹事にか
すっていました。
土井 元司 君
2 月 11 日生まれ、毎年、寒いが
今年は温い。
田岡 郁敏 君
娘がボルタリングしました。
中村 俊之 君
長男が志望校に受かりました。
山畑 弥生 君
巻き寿司巻きました。

2 月は「平和と紛争予防／紛争解決」月間

会員誕生日
１日 角谷 太基 君
11 日 土井 元司 君
結婚記念日
14 日 谷脇 良樹 君 16 日 上野山 雅也 君
23 日 奥
喜全 君
一般ニコニコ
上中 嗣郎 君
久しぶりで新入会員みたいなも
のです。
森脇 節子 君
例会が男性ばかりでびっくりし
ています。
楠部 均 君
田岡さんは同級生です。
大江 久夫 君
中西さんの隣に久しぶりに座り
ました。８○会ゴルフで優勝し
ました。
中西 秀文 君
イオンで登山道具購入しました。
山東 剛一 君
私の会長の時の中西さんは幹事
です。
倉橋 利徳 君
ゴルフに行ってきました。
魚谷 幸司 君
昨日は賭に負けました。８○会
ゴルフの次回、メイン幹事です
上田 善計 君
暇なしで農業です。
宇恵 久視 君
奥さんが台湾に旅立ちました。
清水 敏光 君
訪問看護立ち上げで、今日、魚
谷先生、倉橋先生、奥先生にお
世話になりました。
寺下 卓 君
巻き寿司を作りました。８○会、
次回の幹事、当たりました。
奥
喜全 君
３月に国際奉仕頑張ります。昨
日ハーフマラソン参加 完走し
ました。
宮田 敬之佑 君 酒はうまい。ごちそうさま。
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

花畑 重靖 君
千賀 知起 君

ロータリーでは、争
いを生みだす根本的
な原因、つまり貧困、
不平等、民族対立、教
育の欠如、資源の不等
分配などの問題に取
り組むプロジェクト
に加え相互理解を育み、当事者間で争いを解決する
ためのスキル研修も実施しています。また、各地の
クラブでは次のような活動が実施されています。
・平和を願う植樹プロジェクト
・少数グループや移民を対象とした異文化理解プロ
グラム
・国際理解を目的とした海外クラブとの交流会
・小中学校でのいじめ防止プロジェクト
・青少年の思いやりの心を育てる教育プログラム
また、現在、ロータリー平和フェローシップの申
請に向けた候補者との面接や準備が、各地で開始さ
れています。
会長主催平和会議
イアン・ライズリーRI 会長は 2018 年、6 回の会
長主催平和会議を世界各地で開催します。この会議
では、平和とロータリー重点分野に焦点をあてなが
ら、環境の持続可能性にも着目します。
（ロータリーボイスから）

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一

千賀 知起

