No.1995

District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1995 回例会
平成 31 年 5 月 20 日(月)
12：30～ 海南商工会議所４F
ＩＤＭ報告
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「奉仕の理想」
３．ゲスト紹介
米山記念奨学生(2019/4/1～2021/3/31)
ビン アブドゥル ハディ、アブドゥル
アシュラフ 君(マレーシア) 羽衣国際大学
米山記念奨学生(2017/4/1～2019/3/31)
アマル ジュリアン サミュエル君
４．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 26 名
出席率 61.90 前回修正出席率 60.98 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんにちは！今日は、
梅雨入り間近を思わせるような
空模様ですが 5 月 12 日㈰のたん
ぽぽの会との交流会では、心配
されたお天気も良く無事終える
ことが出来ました。社会奉仕委
員長の倉橋さん、中村幹事始め
出席されました皆さんご苦労様
でした。私は、途中で会場を後にして有田ＲＣ創立
60 周年記念式典と祝賀会へ出席してまいりました。
有田ＲＣの上野山会長さんは「地域のインスピレー
ションになろう」と云うコンセプトの元、午後 1 時
から記念事業として「持続可能なまちづくり」と題
して有田地域の次世代を担う各団体の若い代表者
が集い、パネルディスカッション等も開催されてい
ました。これには出席出来ませんでしたが、式典で
は記念事業報告や中期ビジョンの発表等があり、ロ
ータリークラブの正道を歩んでいるクラブである
ことに感服し大変参考になりました。もっと詳しく
報告させて頂きたいのですが、本日当クラブ 5 月で
唯一のホームでの例会ですので時間の都合上、参考
資料を皆さんに回させて頂きます。
続きまして、米山記念奨学生のジュリアン君お帰
四つのテスト
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

りなさい！ジュリアン君は本日が最後の出席とな
ります。どうぞ、お体に気をつけて活躍され実り多
き人生になりますよう祈念しております。また、4
月 28 日㈰米山記念奨学生カウンセラーの阪口さん、
オリエンテーション＆カウンセラー研修会へ出席
ご苦労様でした。そして、新しくお世話をさせて頂
きます米山奨学生のビン アブドゥル ハディ、アブ
ドゥル アシュラフ 君、初めまして！ようこそお越
し下さいました。お名前が長いのでハリス君と呼ん
で下さいとのことです。これから月に一度、例会に
ご出席、宜しくお願い致します。後程、奨学金をお
渡し致します。
次に、先月 4 月 7 日 第 1 回ＲＬＩ研修会に次期
幹事の前田さん、そして昨日 5 月 19 日 第 2 回ＲＬ
Ｉ研修会には会長エレクトの寺下さんが出席され
ました。１日 7 時間の研修ですので大変お疲れのこ
とと思いますが第 3 回も出席宜しくお願い致します。
次に、去る 5 月 8 日㈬の定例理事会の議事録を各
テーブルにお配りしておりますので、補足説明致し
ます。新会員の推薦が 2 名あり理事会に於いて承認
されました。皆さんには、既に郵送でお手元に届い
ていることと思います。ご意義のある方は 22 日ま
でに中村幹事まで書面で提出お願い致します。
それから 6/23 日㈰～25 日㈬の日程で台湾彰化東
南ＲＣを訪問することに決定致しましたが 6 月 24
日（月）が当クラブ第 2000 回記念例会に当たる為、
今回の訪問は少人数での訪問として、国際委員長の
寺下さん、親睦委員長の赤松さん、社会奉仕副委員
長の前田さんの 3 名が訪問される予定ですので、ご
了承の程、宜しくお願い致します。
最後に家族会の件ですが参加者は 43 名ですので、
大十バスの大型と中型の 2 台で行きます。なお、野
上方面の方は、商工会議所までの道のりで途中乗車
出来るそうですので事務局へお申し出て下さい。
この後、お誕生日お祝いやＩＤＭ報告がございま
すので、本日は以上で終わります。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○休会のお知らせ
有田南ＲＣ
5 月 28 日（火）
和歌山城南ＲＣ 5 月 30 日（木）
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７．米山記念奨学生、新旧あいさつ
○米山記念奨学生(2017/4/1～2019/3/31)
アマル ジュリアン サミュエル君
みなさん、長い間、お世話になり
ました。無事に終了することができ
ました。海南東ロータリークラブで
学んだことは、これからの人生で、
とても大切な思い出となります。本
当にありがとうございました。皆さ
んのご活躍とご健康をお祈り申し
上げます。
○米山カウンセラー 感謝状贈呈
阪口 洋一 君

○米山記念奨学生(2019/4/1～2021/3/31)
ビン アブドゥル ハディ、アブドゥル
アシュラフ 君(マレーシア)
これから、一年間、お世話に
なります。マレーシア出身です。
羽衣国際大学で情報技術系(Ｉ
Ｔ)の勉強をしています。これか
ら、ロータリークラブで沢山の
事を学んでいきます。どうぞ、
宜しくご指導お願いします。
７．ＩＤＭ報告
テーマ 「海南東ロータリークラブ このまゝで
いゝですか」
○１組２組 発表 桑添 剛 君
いろいろと話しましたが、我がクラブは今のまま
で十分です。
○３組 発表 小椋 孝一 君
結論的には今のままで十分
○４組 発表 寺下 卓 君
我がクラブはバランスよく親睦等出来ている。
○５組 発表 宇恵 久視 君
ＩＤＭは、年３回実施してほしい。
○６組 発表 中村 俊之 君
例会で会員卓話を増やして欲しい。
８．閉会点鐘
次回例会 第 1996 回 家族例会 5 月 26 日（日）
伊賀の里
モクモク手作りファーム

クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

Happy birthday！
5 月のお祝い

会員誕生日
２日 田中 祥秀 君
５日 花田 宗弘 君
15 日 清水 敏光 君
奥様・旦那様誕生日
1 日 小椋 安子 様
1 日 田中 恵美子 様
結婚記念日
３日 田中 祥秀 君
５日 大江 久夫 君
15 日 清水 敏光 君
18 日 山名 正一 君
19 日 倉橋 利徳 君
一般ニコニコ
小椋 孝一 君
先日、たんぽぽの会出席できな
くてすみません
寺下
卓 君
昨日、ＲＬＩ研修会に参加しま
した。
森脇 節子 君
美容室でのボランティア活動に
ついて報告

才能ある人材を育てる
5 月はロータリー「青少年奉仕月間」です。今
日のリーダーの大切な役割は、明日のリーダーを
育てること。ロータリーには、インターアクト（12
〜18 歳）、ローターアクト（18〜30 歳）、交換留
学、リーダーシップ養成など、未来を担う若者の
エンパワメントをめざす数々のプログラムがあ
ります。

ロータリーのさまざまなプログラムや活動を通
じて、地域社会やクラブの未来を担う才能豊かな人
材を育てることができます。若者たちがリーダーシ
ップの力を養うインターアクトとローターアクト、
地元の人びとがより良い地域づくりに参加できる
ロータリー地域社会共同隊（RCC）
、ロータリアンと
ローターアクターが自分のスキルや知識を生かせ
るロータリアン行動グループなど、その方法はさま
ざまです。
ロータリークラブは、奉仕を通じて 12〜18 歳の
若きリーダーの活力を引き出し、インターアクトク
ラブへの支援によって、責任感のある世界市民を育
てています。 18〜30 歳の人たちが集まるローター
アクトクラブでは、ローターアクト会員が、地元の
リーダーと交わり、リーダーシップや職業スキルを
磨き、楽しみながらボランティア活動をしています。
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