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前回の例会 １０月29日（木）

2009年11月 3日（火）  週報 / VOL.51 No.17（通巻2427）

例会場／ルミエール華月殿　和歌山市屋形町2-10   TEL（073）424-9392　例会日  木曜日  12時30分
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
会報・広報委員会　嶋   弘伸　笹島  良雄　角谷  芳伸　武田  慎介　上中  崇司（今週担当：角谷  芳伸）

●臨時総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出方法」
●卓話「インフルエンザについて」
 当クラブ会員　中江　遵義さん

●ロータリーソング 岸裏　廣澄 ソング委員長
「それでこそロータリー」
●ビジター紹介 山本　進三 親睦委員長
和歌山Ｒ.Ｃ.　加藤　雅之さん
和歌山東南Ｒ.Ｃ.　神谷　尚孝さん

●出席報告 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５２名（内出席規定適用免除会員１０名）
１０月２９日（本　日） ２８名 ６６．７％
１０月１５日（メーキャップ後） ３８名 ９０．５％

本日の例会 11月3日（火・祝） Ｐ．Ｍ６：３０～ 於 ダイワロイネットホテル和歌山４Ｆ

●晩秋のお月見例会

●ピアノ演奏 中井　利枝さん
霧のレイク・ルイーズ（倉本　裕基）
夜想曲（倉本　裕基）

●クラブフォーラム「ロータリー財団」

●卓話「ロータリー財団について」
　国際ロータリー第２６４０地区財団奨学金小委員会  委員長
 初田　隆生さん

朝晩、寒くなって来ました。お体には充分お気をつけて頂きたいと思います。
先週の土曜日には、毎年恒例のこばと学園の園児さんとのみかん狩と焼肉パーティを矢田農園で開
催し、大勢の会員並びにご家族の皆様にご参加ご協力を頂き有難う御座いました。当日は薄ぐもりで、
少し雨を心配しましたが、最後まで雨も降らず園児との有意義で楽しいひと時を過ごせました。吉田社
会奉仕委員長始め委員の皆様本当にご苦労様でした。

又、後ほど、中江先生に新型インフルエンザについてお話しをして頂きますが、大阪では本格的な流行に入っており、
警戒しなければなりません。それから、今日の朝の思いつきですが、これは個人的な考えで理事会にもかけていませんし、
可能かどうかも判りませんが、もし、新型インフルエンザに会員が罹った場合、他の会員に感染の恐れがありますので、
無理をなさらず例会は出席扱いで休んで頂き、又会員の例えば一割以上の方が新型インフルエンザに罹った場合は休
会とするとかの処置を考えることも必要かなと思います。割合は検討の余地がありますが、今日の夜、パスト会長さん
のご指導会がありますのでご意見をお聞きし、又理事会でもご審議して頂きそれでご承認頂ければ、来月の市内９ＲＣ
の会長幹事会でも提案したいと思います。
しかし、インフルエンザに罹らないことが一番大事でありますので、中江先生のお話を充分に心に留め、予防に努
めて頂きたいと思います。
それから、本日は臨時総会になっています。ご審議宜しくお願いします。

会 長 報 告 谷口　文利 会長

皆さん、こんにちは。幹事報告を申し上げます。
今日は、特に報告すべき事項はありません。
後程、臨時総会を開催致しますが、審議事項が早く終わると、時間が余ります。そこで、以前ならば

「困った時の駒井先生」と云う事でしたが、この度は中江先生にお願いしましたところ、大変快く引き
受けて下さいました。よって日本シリーズでは、ジャイアンツを応援しようと思います。
さて、私はバレーボールのチームを持っておりますが、メンバーは１８人です。先週の日曜日に練習試合をおこない

ました。「昼食にマクドナルドのハンバーガーが食べたい」とのことで私は試合中に買いに行きました。「ダブルバーガー
１８個」と注文しました。
かわいい店員さんが、流暢に「お持ち帰りですか？  こちらでお召し上がりですか？」とのこと。いくら大食いの私でも、

１８個はちょっと無理です。

幹 事 報 告 野上　泰造 幹事

メーキャップ情況

１０月２６日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　寺下　浩彰 / １０月２６日（月）　和歌山アゼリアＲ.Ｃ.　野上　泰造
１０月２８日（水）　和歌山東南Ｒ.Ｃ.　藤井　義宣

（敬称略）

次回の例会 11月12日（木）
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ク ラ ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． 11月 5日（木） 卓話 「ロータリー財団月間にちなんで」 ＲＯＴＥＸ（２００７－２００８年度奨学生）梅本　佳永子さん
和歌山南Ｒ．Ｃ． 11月 6日（金） 卓話 「税務行政の現状」 和歌山税務署署長　川上　憲二さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． 11月 6日（金） 第２回クラブ協議会
和歌山北Ｒ．Ｃ． 11月 9日（月） 卓話 「いろいろな出逢い」 田上　義人会員
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 11月 9日（月） 卓話 「聴覚障害者を理解して頂くためのお話」 和歌山県聴覚障害者協会常任理事　福田　美枝子さん
和歌山Ｒ．Ｃ． 11月10日（火） 卓話 「ロータリー財団月間にちなんで」 坂本　順一会員
和歌山西Ｒ．Ｃ． 11月11日（水） 米山奨学生卓話〈和歌山大学留学生の方々〉
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 11月11日（水） 卓話　南　美和子会員

本日例会終了後、住友金属工業（株）の見学に行きますのでよろしくお願いします。

職業奉仕委員会 田中　完児 委員長

委 員 会 報 告

山東　勝彦さん 工場見学お世話になります。
山東　勝彦さん 中江先生卓話楽しみにしています。
西本　　亨さん 今日はちょっと所用の為早退させていただきます。
玉置　博康さん 県高野連出席の日当です。
八幡　建二さん 中江先生、今日の卓話楽しみにしています。
中江　遵義さん ちょっとだけつたない話におつきあいお願いします。
島　　公造さん 中江先生、卓話ありがとうございます。
岡野　年秀さん 先日笹島さんがエイジシュートを達成されました。
 上がり２ホールをボギー、ダブルボギーにしての７５での成績でした。
笹島　良雄さん 今年の誕生日いろいろ良い事があり、感謝しています。
瀧川　嘉彦さん 赤井さん、よろしくお願いします。
田中　完児さん 今日例会終了後住友金属の見学よろしくお願い致します。
谷口　文利さん パスト会長の皆様本日の勉強会宜しくご指導お願いします。
野上　泰造さん 中江先生、突然のお願い申し訳ありません。よろしくお願いします。
赤井　雅哉さん またまた瀧川君のピンチヒッターです。よろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同

 城島ありがとう。本日のドラフトも気がかりです。

にこにこ箱 ありがとうございました

 本日の累計  ４４、８００円（計１３名 １５件）（お誕生日お祝い  ２１８，０００円　皆出席  ５０，０００円　その他  ９２５，６３２円）  累計額  １，１９３，６３２円 



■臨時総会
幹事より会員総数５２名の内１/３以上の出席があり、クラブ細則第５

条１節２により総会が成立した旨の報告がありました。
続きまして会長が議長となり、本日の議題「次々期会長、次期副会
長、次期理事選出方法」について諮り、満場一致で推薦制と決定致
しました。

1. 真実かどうか 3. 好意と友情を深めるか

2. みんなに公平か 4. みんなのためになるかどうか

インフルエンザのおはなし 当クラブ会員　中江　遵義さん

卓　話

和歌山市でも流行してきたインフルエンザについて下記のことをお話します。
すこしでもインフルエンザの知識の整理に役立てて戴ければ幸いです。

１． 通常のインフルエンザ（季節型インフルエンザ）と新型インフルエンザを症状から区別できるか？
 症状からの区別は出来ません。突発的に熱が出て倦怠感があります。

２． 新型インフルエンザは怖い病気か？
 怖い病気ではないですが、侮ることは出来ません。
  日本の最近のデータでは、０．０２％の致死率です。日本での致死率が低いのは、早期に治療が受けられ
るからです。

３． マスクは感染を防げるか？
 マスクで人からの感染予防は基本的には出来ません。人に感染させるのを防ぐことは出来ます。

４． うがいの有効性は？
 ウィルスは粘膜についてから１５～２０分くらいで進入するので、限られた効果しかありません。

５． 手洗いは必要か？
 ウィルスは色んなところにあるので、手洗いをよくして下さい。

６． ワクチン接種の目的は？
 ワクチンは感染をブロック出来ませんが、症状を軽くします。機会があれば受けて下さい。

　当クラブの社会奉仕事業の大きな行事となっているみかん狩りとバー
ベキュー会が、矢田農園で行われました。
　当日は、社会奉仕委員の方々の肌目細かい配慮のお陰で大変盛り
上がり、園児達も楽しそうに「みかん」を味わい、焼肉を腹一杯と笑い
声の絶えない良い慰問会となりました。園児達の楽しそうな顔を見てい
ると良い奉仕活動の実感が湧いて来ました。

１．こばと学園関係       ４６名
２．東Ｒ.Ｃ. 会員・家族　２１名

参加者御芳名（敬称略）
岡野年秀（ご家族４名）、笹島良雄、島公造、谷口文利、
田原久一（ご家族１名）、野上泰造、古屋光英、堀岡忠男、
松田美代子、真野賢司、山野武彦、吉田篤生（ご家族３名）

〈御協力、有難う御座いました。〉

　最後にこばと学園の謝辞がありました。
　今回は土屋さん（小１）竹部さん（小１）西尾さん（小２）
の３名が前に出て一生懸命御礼を元気に言ってくれて、出
席者全員、心豊かになるものがありました。

笹島様

メールをありがとうございました! おかげさまでとても元気でおります！ 先月、ローザンヌからジュネーブに移ってからもしばら
くワイヤレスネットワークの環境がなく、ご連絡が滞って申し訳ありませんでした。学校と寮に備え付けのパソコンならある
のですが、英語入力しかできないのです。先週寮から長期滞在者用のパスワードが配布されましたので、しばらくは自分
のパソコンからインターネットを使えるとおもいます。
スイスでは、日本の11月くらいの気温ですが、日本はいかがでしょうか。インフルエンザがまだ流行っていると伺いました。
どうぞお気を付けください。
こちらでは、大学の授業が先月から始まり毎日数百ページの課題と格闘しております。クラスメートも弁護士や防衛省の方
など実務者が多く、大変刺激的かつ要求されるものの多い環境です。観光をする余裕はないので図書館にこもっております
が、将来のために勉強できる貴重な機会を得られたこと、本当にうれしくて仕方ないです。今までの人生で一番凝縮した
時間を過ごしております。笹島様、皆様には本当にお礼申し上げます。
こちらのロータリークラブのカウンセラーの方と先週お会いしました。とても親切な方で、何かあったらいつでも連絡するよ
うにと言ってくださいました。クラブのミーティングは平日にあるらしいのですが、ほかの奨学生も私もまだ招待していただ
いておりません。カウンセラーの方が出席される際に一緒に、ということでしたので楽しみに待っております。
現在、大学から30分くらい離れた寮に住んでおります。
住所は、　 名前：Kaori Matsumoto
 建物名：Cite Universitaire
 住所:C4-2C 5Ch.Edouard Tavan 1206 Geneve　となります。

それでは、東ロータリークラブの皆様にもどうぞよろしくお伝えください。本当にみなさまのおかげでまたとない充実した時
間をすごしております。

松本　歌織　

１０月２４日（土）
ＡＭ１０：００～「こばと学園」みかん狩りと焼肉パーティ「こばと学園」みかん狩りと焼肉パーティ

ロータリー財団国際親善奨学生　松本歌織さんより
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