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●クラブフォーラム「雑誌」

●卓話「青少年奉仕に夢をのせて」
� 紀北青年の家所長　池田　憲昭さん

●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「我らの生業」

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５３名（内出席規定適用免除会員９名）
３月２６日（本　日） ３０名 ６８．２％
３月１２日（メイキャップ後） ４３名 ９７．７％

前回の例会� 3月26日（木）

次回の例会� 4月9日（木）

本日の例会� 4月2日（木）Ｐ．Ｍ�６：４０〜�於��大池荘

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ４月２日（木） 卓話 「雑誌月間にちなんで、人はみかけによらぬもの」 上野　幸勇会員
和歌山南Ｒ．Ｃ． ４月３日（金） 卓話 「松下幸之助  成功の秘密」 ＮＰＯ「松下幸之助生誕の地を守る会」世話人　岩倉　克年さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． ４月３日（金） 卓話 「もう一つの医学・続」 八瀬　善郎会員
和歌山北Ｒ．Ｃ． ４月６日（月） クラブフォーラム 「３０周年記念式典について」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ４月６日（月） 例会変更
和歌山Ｒ．Ｃ． ４月７日（火） 卓話 「雑誌・広報について」 南雲　俊一会員
和歌山西Ｒ．Ｃ． ４月８日（水） 春の親睦バスツァー（奈良の散策スポット案内）
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ４月８日（水） 例会休会

●お花見例会

３月２３日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　岡野　年秀、糟谷　元春、加藤　裕司、角谷　芳伸、岸裏　廣澄、
島　公造、田中　完児、玉置　博康、寺下　浩彰、中江　遵義、松田　洪毅、森川　宏昭
３月２３日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　田中　完児、豊田　英三、松田　洪毅
３月２５日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　角谷　芳伸、黒田　純一、瀧川　嘉彦、武田　慎介、中江　遵義、
山野　武彦、山本　進三

メーキャップ状況
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八幡　建二 会長

　皆さん  こんにちは。昔からよく「暑さ寒さも彼岸まで」と云われていますが、先日彼岸も過ぎましたし、
数日前に桜の開花宣言も発表されて、朝夕は冷えていますが春が一気に近づいてきていると思います。
春というと頭に浮かぶのは初鰹と新筍です。ただ最近の食事には季節感がなくなって春夏秋冬いつで
も山菜などが食べられるようになりましたので何かピンとこない感がありますが、やっぱり新しいものは美
味しいです。

　桜の開花宣言がされポツポツ咲きかけてきておりますが、皆様のおかげで私も散り際が目の前に近づいてまいりまし
た。あと３ヶ月で私の任期も終わりでございます。本当に皆様方にはご協力いただきましてありがとうございました。あと
３ヶ月のご協力をお願いいたします。
　来月４月１８日、１９日には約４０名のご参加を頂きまして親睦委員会さんのお世話で京都一泊旅行の予定になっており
ます。当初は、丁度桜がいい頃ではないかと思っておりましたがこれだけ開花が早くなれば４月１８日までもつかどうか
が心配ですが、桜が残っていることを願っております。ありがとうございました。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　・２６４０地区　ガバナー月信　インターネットでも紹介がありますので見てください。
　・２６４０地区　ロータリーＰＲ　ラジオ大阪での対談音源について　詳しくは事務局まで
　・ロータリーレートについて　３月は１ドル＝９０円、４月からは１ドル＝９８円
　・こばと学園便り....................................................................................................回覧
　・和歌山大学より「和歌山の留学生」...................................................................回覧

野上　泰造 委員長

　こんにちは。次週は例会変更、貴志川の大池荘で花見例会でございます。華月殿から一台マイクロバ
スが６時に出発いたします。華月殿へ車でお越しの方は西側へ停めてください。東側はチェーンをします
ので出られません。もう一台のバスは和歌山駅東口、元あぜくらの前を６時に出発いたします。１８：４０よ
り例会、１９：００より親睦会となります。宜しくお願いいたします。

親 睦 委 員 会

委 員 会 報 告

 米山奨学生　李　亜涼さん

皆様  こんにちは。立春も過ぎて桜も咲きはじめ暖かくなってきました。中国では有名な言葉があります。
「一日の計は朝にあり、一年の計は春にあり、一生の計は勤にあり、一家の計は身にあり」これから私も
大学院生として最高の学年になり病理学の勉強をしっかりがんばりたいと思います。米山奨学生として
後一年間です。これからも宜しくお願いいたします。本日はありがとうございました。

ご 挨 拶

に にこ こ 箱 ありがとうございました

池田　憲昭さん 卓話の御礼を頂きました。

村田　昌之さん 本日の卓話は池田所長さんの話です。未来をたくす青少年にご理解を！！

玉置　博康さん 県高野連からの日当です。

島　　公造さん ４月１日より我が社は週休４日になります。尚いつまでかはわかりません。

谷口　文利さん 池田様本日は宜しくお願いします。

中山　恒夫さん 申し訳ございませんが、今日も早退させて頂きます。

阪神タイガース応援団一同

 ＷＢＣ世界一、お目出とうございます。

八幡　建二さん 池田所長さん、おいそがしい中ありがとうございます。

前田　成蔵さん 気温が下がっています。体の管理をよろしく。

樫畑　友洋さん 侍ジャパン、バンザイ！  次は箕島に期待。

 本日の累計  ３６，７６２円（計９名　１０件）（お誕生日お祝い  ５９６，０００円　皆出席  １６０，０００円　その他  ２，１６３，７７８円）  累計額  ２，９１９，７７８円 



紀北青少年の家について

１）成り立ち
　天皇が昭和３４年のご成婚記念に青少年の健全育成を目的とした青少年教育施設として建てられた
のが、国立中央青年の家であり、和歌山県では昭和４２年に潮岬青年の家が結核療養所跡に建てられ

ました。当所は昭和４９年７月にオープンしております。その後昭和５１年に白崎少年自然の家が建てられました。

２）利用団体の変遷
　当時は青年団体の利用を目的としておりましたが、在学青少年の利用が現在は増えております。土日や夏休みには
青少年団体の利用が多いです。
　また、地元のジュニアリーダー養成においても当所は無くてはならない施設となっております。

３）プログラム
　規律・共同・連帯を体験するために、いろいろなプログラムがあります。野外炊事・キャンプファイヤー・各種クラフト・
スポーツ・水泳・フィールドワーク・野外活動・研修等があります。特に人気なのが野外炊事のピザです。担当指導員
がそれぞれのプログラム指導に当たります。
　また、団体生活であるために、時間の制約もあり自由が縛られます。起床・つどい・食事・入浴・就寝等が決められて
おります。

４）指定管理者制度
　平成１８度より指定管理者制度が始まっております。委託料の制限に苦慮しております。
　地元の青年の協力によって、夏の「仲間と踊ろう郷土の夕べ」、冬の「こおるどフェスタ ｉｎ 紀北」等地元の協力無し
にはやっていけません。

施設概要
利用できる方 それぞれの活動プログラムを持ちおおむね5名以上の原則として宿泊を伴うグループ及び団体。
休 所 日 毎週月曜日（月曜日利用のご希望の場合は別途ご相談下さい。）
 12月28日～1月4日まで
申込み方法 １：利用希望日、利用日数、利用人数等電話であらかじめお問い合わせ下さい。
 ２： 所定の利用申込書に必要事項を記入の上、利用者名簿をそえて利用開始 2週間前までに提出し

て下さい。
 　（但し、夏期（7月20日～8月31日）については1ヶ月前に提出お願いします。）
 ３：活動効果をより高めるため、できる限り事前打ち合わせにお越し下さい。

施設料金
種　別 金　額

本館
ロッジ

小・中学生  230円

青年（29歳まで）  340円

一般  800円

県外 1150円

テント
小・中学生  110円

一般  230円

日帰り利用（県内・県外問わず）  100円

ログハウス
一棟1000円

＋
キャンプ料金

リネン料＝200円（枕カバー・シーツ利用料）

卓　  話

紀北青年の家所長　池田　憲昭さん青少年奉仕に夢をのせて

キャンプファイヤー
キャンプファイヤーの儀式は
神秘的な世界を誘い、火を
囲んでの様々な催しは大き
な感動を与えるでしょう。
また、集団活動の成果の確
認、仲間意識の高揚・団結
をより固いものにしたり、友
情を育てる場面として最適
の活動です。

森のピザ工房
森のおいしい空気の中で、手作
りのピザが焼けます。自然の中
でのピザ作りに挑戦してみよう。

ロッジ
山小屋風の宿泊室です。
冷蔵庫・エアコン完備です。
１棟１０名合わせて２０名の
宿泊が可能です。
食事は３食自炊となります
ので時間に縛られない活動
が出来ます。
でも、消灯・起床時間は
守って下さいね。
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　Ｓ.Ａ.Ａ.より一点だけお願いがございます。本日も出席率が悪いようです。以前前田幹事からもお話
がございましたように、お休みされる場合は是非前日までに事務局までご連絡いただきますようお願いい
たします。華月殿さんからの強い要請もありまして今までのように融通を利いていただけないようになっ
てまいりましたし、それ以前に大変勿体無いことでございますので何卒お休みの場合はご連絡をお願い
いたします。

Ｓ.��Ａ.��Ａ.


