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みなさんこんにちは。
GW はいかがお過ごしだったでしょうか。
私は家の大掃除に取り掛かったのですが、連休中に掃除が終わらず、掃除を始める前より散らかって
いる状態です。
本日は令和になって初の例会になります。
いよいよ令和という新しい時代になりました。昭和天皇の崩御で重苦しい雰囲気で始まった平成に比べ、
令和は天皇の譲位で始まったこともあり、ずいぶん明るい雰囲気での幕開けになった感があります。
5月4日、令和最初の一般参賀では平成への代替わり時を約3万人超える14万人が訪れたということです。
この勢いで景気もよくなればなと思います。景気とは景色 + 雰囲気というのが語源だそうで、実体経済の動向のみならず、
これに伴った世間一般の社会的心理をも含めて捉えた言葉です。
この景気という言葉は日本独特の言葉だそうで、他の言語には合致する言葉がないといわれています。
また天皇制というのも、いわゆる王政とは違う日本独特のシステムだと思います。
天皇の代替わりという日本独特の行事が、日本の景気に良い影響を与えて欲しい。私は令和の最初にそう願いました。

幹 事 報 告

乾

敦雄 幹事

・ロータリーレートの変更… ……………5月1日より1ドル112円に変更となります。（４月末まで110円）
・和歌山青年会議所よりＪＣニュース… …………………………………………………………………… 回覧

皆出席表彰
堀岡

忠男さん

20年皆出席通算20年

お め で とうござ い ます

クラブフォーラム「青少年奉仕」 国際ロータリー第2640地区青少年奉仕委員長 丸山 信仁さん
⃝青少年交換について

次年度ご存知のように組織が変更になり
国際奉仕委員会に属すようになりました。
青少年交換プログラムの目的は、青少
年の国際感覚を磨き、国際社会との相互
理解を行い、国際親善の若き大使としての
活躍をしていただくことを目的としています。
また、ロータリークラブの良き理解者として、将来のロー
タリアンを育成することも大きな目的である。

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

❸

長期交換の募集人員、定員は５名とする。英語筆記試験、
面接の上、合否判定をする。ただし、相手国、高校、各ク
ラブの強い要望等により考慮するときがあります。クラブより
の派遣留学候補生推薦者の人数は1名（基本）。
地区内在住の学生、または地区内学校の在校生であるこ
と、ロータリー会員の子弟でもOKです。英語能力については、
英検準2級合格者の能力は目安としていますが、大切なこと
は学ぶ能力とコミュニケーション能力を持ち、小さな親善大
使としての使命を果たせる生徒であることです。

好意と友情を深めるか

❹

みんなのためになるかどうか

❶

真実かどうか

❷

みんなに公平か

短期交換は、基本は夏休みを利用して３週間程度の期間
での交換になります。長期と大きく違うのは、家族と家族の
交換になりロータリークラブとしては、負担は少なくすみます。

育成するために行います。
新入社員の研修に利用して下さい。
５月３日から５日和歌山市加太１９０７－２和歌山市立
青少年国際交流センターでメインテーマ｛食育｝で開催いた
⃝インターアクトについて
顧問の先生方は、素晴らしいアイデアで、アクターを育て しました。
て頂いています。前年度・今年度で地区役員に提唱クラブか
地区内６９クラブに情報を届けたいと思い、分区から一人
ら委員を出していただきたいとお願いしましたが、実現でき 地区委員を出していただき、ガバナー補佐さまのリーダーシッ
ていません。引き続き地区員を提唱クラブにお願いしています。 プで研修生を集めていきたいと考えました。
IAC は、海外研修・地域でのボランティア・清掃などクラブ
⃝今期初めての取り組み
・カウンセラー制 度 導 入
が独自のプログラムを行います。
・ 成 人と未 成 年を分ける
太子ロータリークラブか提唱し上宮高校にIAC が誕生予定
・ r リーダーシップ養 成プログラムに特 化
です。
地区役員皆様は、次年度に向けガバナー補佐 地区幹事
⃝ローターアクトについて
今期は、ローターアクター倍増計画が RI から示されています。 さまとともに、委員長が考えたプログラムを６９クラブに説明
ローターアクターの地位も、ロータリアンと同じになりました。 をし、ご理解をいただき、より多くの研修生を送りこんでいた
ローターアクト活動は、自主性に任せ、色々な場面を経験し、 だけるようにお願いします。
育てていきます。永野委員長は、インターアクトをへて、ロー
各委員長さまに置かれましては、学友（OB・OG）の組織
ターアクトの地区代表も経験しています。今期は４か所同時
を構築して頂き、未来のロータリアンを育ててください。
献血に取り組み、成果を出しています。４月にはローテック
今私が、青少年関連の委員会を担当して感じていることは、
スの協力を得て、和歌山大を中心に新設の RACを作ろうとし RAC・IAC・青少年交換・青少年ライラ等を設立した時のメ
ています。
ンバーが、情熱を持っていた、ロータリアンが卒業したため、
設立当時の思いが上手くロータリアンに、伝わっていないと
⃝青少年ライラ委員会
ライラセミナーは、青少年の指導者養成プログラムです。
感じています。再び情熱を取り戻し、現在の青少年に適応し
地域社会に貢献できる若者を育て、未来のロータリアンを た対応をお願いします。

にこにこ箱
八幡 建二さん
山本 進三さん

武田

慎介さん

佐藤 義記さん
吉田 篤生さん

ありがとうございました
敦雄さん

（皆出席表彰）
堀岡 忠男さん

5月16日
（木）

次回の例会

本日の例会

■卓話「日系米国人の戦後 －フレッド・和田勇の場合－」
国際ロータリー第2640地区ガバナー 樫畑 直尚さん
■お誕生日お祝い
細川 竜二さん

乾

東クラブの皆様ありがとうございます。
丸山様、本日は卓話におこしいただき
ありがとうございます。
ぜひお話をお聞きしたいのですが、本
日所用のため退席をお許し下さい。
丸山さん、本日のクラブフォーラムよろ
しくお願いします。
丸山様、卓話ありがとうございます。
本日は令和第一回目の例会になります。
丸山様卓話よろしくお願いします。

奥村 申二さん

丸山様、本日の卓話よろしくお願いし
ます。
丸山様、本日卓話よろしくお願いします。

20年皆出席表彰有難う御座います。
これからも宜しく御願致します。

本日の累計…23,000円（計8名8件）
〔お誕生日お祝い…431,000円 皆出席表彰…35,000円
その他…1,329,803円 累計…1,795,803円〕

■卓話

5月23日
（木）

㈱やすい

代表取締役

前回の例会

メーキャップ

元吾さん
5月9日
（木）

■クラブフォーラム
「青少年奉仕」

５月８日

■ピアノ演奏
中井
Put your hands up（坂本 龍一）
Shining Boy & Little Randy（坂本 龍一）

保井

利枝さん

（敬称略）

4月25日（水）和歌山東南R.C. 内畑 瑛造

■卓話

国際ロータリー第2640地区青少年奉仕委員長
丸山 信仁さん

■ロータリーソング
「君が代」
「奉仕の理想」

加納

研次 ソング委員長

5月13日（月）和歌山アゼリアR.C. 内畑創立／1959年2月23日
瑛造
国際ロータリー第2640地区 和歌山東ロータリークラブ

例会場／ダイワロイネットホテル和歌山 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 TEL（073）435-3333・FAX（073）423-0057
会員数 40名（内出席規定適用免除会員9名）

事務局／〒640-8142 和歌山市三番丁6関西電電ビル5Ｆ TEL（073）432-4343・FAX（073）432-4845
例会日 木曜日 12時30分
出席してください。
出席報告
26名/35名
74.3％ 皆さん、
会報・広報委員会／樫畑加納
友洋 研次
竹村 出席委員長
克治
西岡 崇 4月25日
玉置（メーキャップ後）
博康
5月９日
（本 日）

❸

23名/34名

好意と友情を深めるか

67.6%

❹

みんなのためになるかどうか

