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●卓話「スナーダイクマエ孤児院について」
 スナーダイクマエ孤児院　メアス博子さん

●クラブフォーラム
「地区協議会の報告」
●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「日も風も星も」
●ビジター紹介� 森川　宏昭 親睦委員
和歌山東南Ｒ．Ｃ．　神谷　尚孝さん

●出席報告� 島　公造 出席委員長
会員数５６名（内出席規定適用免除会員９名）
７月２４日（本　日） ４０名 ８５．１％
７月１０日（メーキャップ後） ４６名 ９７．９％

前回の例会� ７月24日（木）

次回の例会� 8月7日（木）

本日の例会� ７月31日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． ７月３１日（木） 例会休会
和歌山南Ｒ．Ｃ． ８月１日（金） 卓話 「新長期計画の概要について」 和歌山県知事　仁坂　吉伸さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． ８月１日（金） 卓話 ＮＰＯビオトープ益子　理事長　北原　敏秀さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． ８月４日（月） クラブフォーラム 「会員増強・拡大月間」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ８月４日（月） 例会変更
和歌山Ｒ．Ｃ． ８月５日（火） 卓話 「和歌山の活性化について」 日高川町観光協会会長　玉置　俊久さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． ８月６日（水） 決算報告・予算案審議
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ８月６日（水） 会員卓話

●卓話「みんなで磨く和歌山市」
 和歌山市長　大橋　建一さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
サマータイム（ＧＥＯＲＧＥ　ＧＥＲＳＨＷＩＮ）
ドリ・ハリ（ＲＩＣＨＡＲＤ　ＲＯＤＧＥＲＳ）

2008年 7月31日（木）  週報 / VOL.50 No.5（通巻2368）

八幡　建二 会長

　本日は朝から地震のニュースばかりでございます。東北地方、青森秋田で震度６強の地震のあったことが報
道されておりました。今年は非常に地震が多く、震度５以上の地震がこれで７回目、東北地方では一ヶ月以内
に震度６強の地震が２回もあったということでございます。家屋の倒壊や死者はない様でございます。和歌山県
も南海地震が３０年以内に必ず来るだろうといわれておりますが、どうか生きているうちにはこないでほしいとい
うのが本音でありますが、それに備えて皆様も阪神大震災のときをもう一度思いおこして日頃の準備や家族で

のお話も大事な時期ではないかと思います。
　今日は７月２４日ということで土用の丑の日でございます。今日のお昼は鰻かなと思ってきましたが、この高騰のおりでお寿司
になったのかなと思います。輸入の鰻が３割ぐらいに減っているということと、国産の鰻が倍ちかくするような事を書いている新
聞もありますが、始末して今晩は鰻で一杯飲みたいと思います。

会 長 報 告

前田　成蔵 幹事

　本日この後クラブフォーラムということで、地区協議会に出席されました委員長様、発表をよろしくお願いします。
　　・第６回２６４０地区イーストクラブゴルフ会の案内がきております。
　　　９月２３日（火）関西空港ゴルフクラブ
　　・ロータリーワールド  …………………………………… 回覧
　　・ガバナーマンスリー …………………………………… 回覧
　　・和歌山城南ロータリークラブ　創立２０周年記念誌 … 回覧

幹 事 報 告

山東　勝彦 委員長

　第一回ＩＤＭのご案内です。経費節減のためＦＡＸ等でのご案内はいたしません。欠席の方のみ事務局にご連
絡ください。
　出欠にかかわらず、会費を徴収することになるかもしれませんのでご注意ください。

ロータリー情報規定委員会

加藤　裕司 委員長

　先週２６４０地区のクラブ雑誌・広報・ＩＴ委員長会議がありました。主に広報・ＩＴが中心の会議でした。
　ロータリーにとって広報活動は「良いことを知らしめない」ということで陰徳の精神がございました。しかし時
代は変わって今後は「良いことは広く一般の人に理解してもらう」ということになっております。ロータリーでは今
後広報に力を入れていくということでございました。

雑誌中村文庫委員会

委 員 会 報 告

田中　完児 委員長

　今週日曜日　紀ノ川河川敷の一斉清掃を行います。ご参加よろしくお願いいたします。

社 会 奉 仕 委 員 会

７月２４日（木）　 和歌山城南Ｒ.Ｃ.　赤井　雅哉、角谷　芳伸、亀田　直紀、岸裏　廣澄、黒田　純一、 
田原　久一、谷口　文利、西本　亨、山野　武彦

７月２５日（金）　 和歌山南Ｒ.Ｃ.　岩橋　五郎、樫畑　友洋、島　公造、寺下　浩彰、土方　浩市、宮本　和佳、
山本　進三

７月２５日（金）　和歌山中Ｒ.Ｃ.　島　公造、豊田　英三、山野　武彦
７月２６日（土）　地区委員長会議　笹島　良雄
７月２７日（日）　 紀ノ川河川敷清掃　岡野　年秀、加藤　裕司、黒田　純一、笹島　良雄、田中　完児、 

寺下　浩彰、野井　晋、野上　泰造、真野　賢司、森川　宏昭、八幡　建二、吉田　篤生

メーキャップ
状　況

に にこ こ 箱 ありがとうございました

山東　勝彦さん Ｉ ＤＭ開催に際し班長、副班長さんにはご
無理なことお願い致しました。

内畑　瑛造さん 地区協議会の報告をさせて頂いて。
黒田　純一さん プロの歌手とデュエットが出来ました。
真野　賢司さん  先週の夜間例会で隣席の玉置夫人はじめ

八幡夫人、松田夫人、寺下夫人が折りに
ふれ、米山奨学生の李アチウに優しく声を
かけて下さいました。

 素敵なお心遣いに感謝！！
田原　久一さん  念願かなって１勝出来ました。今後ともよ

ろしくお願いします。
豊田　英三さん 家内にお花ありがとうございました。
岸裏　廣澄さん  阪神さん、もうすぐ追いつきます。わずか

１０．５ゲームです。
阪神タイガース応援団一同
  マジック点灯、最後まで応援よろしくお願

いします。
八幡　建二さん 毎日暑いですが、がんばりましょう。
前田　成蔵さん  本日、地区協議会の報告をしていただく

各委員長さん、ご苦労ですが、よろしくお
願いします。

樫畑　友洋さん  暑くてとけそうですが、がんばって夏を乗
りきりましょう。

〔お誕生日お祝い〕
岡本　哲爾さん
黒田　純一さん
武田　慎介さん  ありがとうございます。厄終了まであと半

年。大人しく精進してまいります。
豊田　英三さん  最後の３０代となりました。ようやく運動は

じめました。健康第一にがんばります。
田中　完児さん

 本日の累計  ８６，８００円（計１３名）（お誕生日お祝い  ６０，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  396，６６０円）  累計額  ４６1，６６０円 

おめでとうございます！
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■クラブ奉仕委員会 ...................................................................................................................... 中山　恒夫 委員長
　退会防止委員会ということですが、会員維持委員会と名前を変えることになると思います。
　会員増強に関しまして、２６４０地区は一クラブ当たりの会員数が全国の平均より８名少ない３４名と
いうことで、会長中心に特に専門職者に目を向けて会員増強に努めてくださいということでした。

■職業奉仕委員会 ......................................................................................................................... 内畑　瑛造 委員長
（基本姿勢）
　職業奉仕はロータリー活動の根幹をなす思想であり、他団体にない特色であるといわれております。
ロータリー活動は、有益な職業人から選ばれた会員が毎週一回の例会に出席し、お互いが師となり
徒となり倫理を学び、自己研鑽し、奉仕の心をそれぞれの個人生活、職業、地域社会、国際社会で
実践することにあります。ロータリーが単なる慈善団体、ボランティア団体、寄付団体ではないという

ことを会員の皆様に理解していただくのが当委員会の基本姿勢であります。
（活動計画）
　職業奉仕活動は、①職業活動表彰　②職場見学　③青少年職場体験学習等があります。①は本来の活動からい
えばロータリアンの経営する会社の優良従業員を表彰するものでありますが、しかし、近年は地域ボランティア活動者
を対象としている傾向があるように思えます。②は優良企業を対象とした職場を見学することによりロータリアン自身が
学び研鑽するところにあります。異業種の優良な事業内容を自分の経営にいかし見習うことにより、事業の発展を期待
するものであります。

■社会奉仕委員会 ......................................................................................................................... 田中　完児 委員長
　２６４０地区、社会奉仕委員会の役割について以下の５つがあげられました。
　　・国際ロータリーの社会奉仕情報の伝達
　　・成功を収めたクラブの社会奉仕事業の紹介
　　・クラブ社会奉仕委員長の手助け
　　・環境保全運動への協力
　　・他の委員会との強調

の５つが地区社会奉仕委員会の事業計画とされています。
　また、奉仕活動として各クラブには、例年と同じでございますが、
　「識字率向上運動」「エイズ問題への取り組み」などが推奨されております。
　谷脇委員長より、「少子高齢化や格差社会など、決して今後のロータリークラブにとっても良い環境条件ではないと
思いますが、地域社会に認知される奉仕事業にまい進してください」とのお言葉がありました。

■国際奉仕委員会 ......................................................................................................................... 角谷　芳伸 委員長
　２６４０地区の方針といたしましては、例年と同じく

　　・水保全　・保健　・飢餓問題　・識字率向上
の４点を重要課題として考えます。
　ＩＭまたはクラブ単位でのＷＣＳ活動を推奨したいということでした。
　活動全般を通じて国際理解と平和親善を推進したいということでございます。
　地区のファンドの活用についても例年通り、適正運用に努めてまいりますということでございました。
　最後に、地区ホームページをより活用していただきたいと、委員長よりお言葉がありました。

■青少年委員会 .............................................................................................................................. 岡野　年秀 委員長
　当クラブでは、青少年高齢者委員会となっておりますが、地区の方では新世代委員会となります。
新世代委員会の中にはライラ委員会、インターアクト委員会、ローターアクト委員会と３つに分かれて
おりますが、我々のクラブではインターアクトもローターアクトも作っておりません。
　ライラはすばらしい実績を上げており、当クラブからも若い方々に参加していただき、役職の方にも
ご協力いただいておりますが、今年度も続けていきたいということでございます。９月は新世代月間で

ございます。
　ローターアクトとは、１８～３０歳を集め、我々が提唱して地域社会や大学と協力し社会奉仕するクラブを立ち上げる
ということでございます。
　インターアクトとは、１４～１８歳によって地域ならびに国際親善を目標に立ち上げるクラブです。
　ローターアクト、インターアクトについて、当クラブではコストと体力の面で困難と思われます。

■ロータリー財団委員会 ......................................................................................................................  嶋　忠弘 委員
　亀田委員長に代わり出席してきました。最近のロータリー財団、国際親善奨学金、研究グループ
交換、財団学友、財団基礎金などの内容でした。
　①財団の３つのプログラムは、教育的プログラム、人道的プログラム、ポリオプラスです。
　②ロータリー財団の「新しいビジョン」について
　　 今までは資金の二分の一が地区、二分の一がＲＩで使用できましたが、３年後より四分の一が教
育的使用として地区資金、四分の三をＲＩが使用します。ただし人道的プログラムとしてなら四分
の一が地区資金として使用できます。

　③教育的プログラムとして国際親善奨学金があります。
　　１） 一学年度（９ヶ月）の奨学金、今年度は一律　２３,０００ドル。
　　２） マルチ・イヤー奨学金（２年）、学位取得を目的とする。今年度は一年につき　１１,５００ドル。
　　３） 文化研修のための奨学金、３ヶ月または６ヶ月の語学強化研修。今年度はそれぞれ１０,０００ドルと１５,０００ドル。
　④研究グループ交換（ＧＳＥ）
　　 ２５歳から４０歳までの男女とロータリアンのリーダーで４～６週間、他の地区と交換。当地区は来期、南仏と交換
します。

　⑤ ポリオプラスに関しては、ビル・ゲイツ氏とＲＩメンバーがそれぞれ一億ドル（計二億ドル）を負担してポリオを撲滅す
るという計画。

■米山奨学会 .................................................................................................................................. 眞野　賢司 委員長
　米山奨学会とはということで、
・米山奨学会のあゆみ　・米山奨学事業の特徴　・寄付金と財政の状況　・米山奨学会への
寄付について　・米山学友の活躍　・奨学金プログラム

などの説明がございました。
　現在世界１０４ヶ国、日本では最大の民間奨学団体となっております。

　中国の奨学生について、中国は共産圏で日本とは主義主張が違う国ではあります。しかし奨学生自身は真摯に日
本で学業を学びたい、特に米山奨学会の場合は８６％が大学院生だそうでございます。こういうまじめな人を日本で育
て、国に帰って日本の良さを伝えてもらうことによって僅かながらも民間の友好が図れるのではないかという理念です。
　中国は圧倒的に多い留学生がありますが、必ずしも正比例して米山奨学生があるわけではないということでございます。
　現在の在日留学生数は、１１８,４９８人ですが、内中国人は圧倒的に多く、７１,２７７人で、６２％です。
　これに対し、米山奨学生数でいうと６２％に対し４７.５％の３８５人となっており、要するに多いところから正比例する
と他の小さな国に不公平になるということでかなり調整してございます。
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紀ノ川河川敷一斉清掃  参加者のみなさん ▼
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