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国際ロータリー第2640地区
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●卓話「中山恭子先生と拉致問題」
� 当クラブ会員　野井　晋さん

●卓話「最近の建築関係法令について」
� 当クラブ会員　　瀧川　嘉彦さん

●ロータリーソング 島　公造 ソング委員長
「日も風も星も」

●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）
４月３０日（本　日） ３８名 ８６．４％
４月１６日（メイキャップ後） ４３名 ９７．７％

前回の例会� 4月30日（木）

次回の例会� 5月21日（木）

本日の例会� 5月14日（木）

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ ５月１４日（木） 卓話 「人生と職業」 小島　渉会員
和歌山南Ｒ．Ｃ． ５月１５日（金） 卓話 「絶え間ない胸骨圧迫とＡＥＤ」 和歌山県立医科大学救急集中治療部　篠崎　正博さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． ５月１５日（金） 第４回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山北Ｒ．Ｃ． ５月１８日（月） 第４回Ｉ．Ｄ．Ｍ．発表
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． ５月１８日（月） 卓話 「茶髪ゼロの経験談（保護者とのかかわり）」 初芝橋本高校校長　上里　昌輝さん
和歌山Ｒ．Ｃ． ５月１９日（火） 卓話 「五感で感じる暮らし〜ワンランクアップのインテリア術」 インテリアコーディネーター　木下　典子さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． ５月２０日（水） 地区協議会の報告
和歌山東南Ｒ．Ｃ． ５月２０日（水） 卓話 「目にみえない価値」 ガールスカウト日本連盟和歌山県支部支部長　竹山　早穂さん

●卓話「気をつけたい目の病気について」
� 当クラブ会員　黒田　純一さん
●皆出席表彰
野上　泰造さん　１０年皆出席　通算１０年
前田　成蔵さん　  １年皆出席　通算２６年
寺下　浩彰さん　  １年皆出席　通算２４年
玉置　博康さん　  １年皆出席　通算２１年
名手　　功さん　  １年皆出席　通算１９年
谷口　文利さん　  １年皆出席　通算１３年
●ピアノ演奏 中井　利枝さん
ＯＵＲ ＤＡＹ ＷＩＬＬ ＣＯＭＥ（Ｂ．Ｈｉｌｌｉａｒｄ＆Ｍ．Ｃａｒｓｏｎ）
ＴＨＥ ＮＩＧＨＴ ＨＡＳＡ ＴＨＯＵＳＡＮＤ ＥＹＥＳ（Ｂ．Ｗｅｉｓｍａｎ、Ｄ．Ｍａｙｎｅ）

５月２日（土）～４日（月）　２６４０地区ライラ　岡野　年秀、笹島　良雄、島　公造、田原　久一、
野井　晋、野上　泰造、真野　賢司、八幡　建二
５月１０日（日）　２６４０地区地区協議会　岡野　年秀、角谷　芳伸、笹島　良雄、島　公造、
嶋　弘伸、谷口　文利、中山　恒夫、野上　泰造、古屋　光英、真野　賢司、吉田　篤生

メーキャップ状況

八幡　建二 会長

　皆さん  こんにちは。今出席委員会より発表がありましたが、例会は残すところ７回ですので、是非この
間に２回ぐらいは１００％の出席をお願いしたいと思います。
　先週の日曜日の地区大会には我がクラブから１７名の出席を頂きましてありがとうございました。また
内畑会員がゴルフ大会のシニアで優勝されました。おめでとうございます。
　我がクラブの三毛先輩ですが、少し気になりまして先日ご自宅にお伺いいたしました。以前、腰の手

術から退院していたのですが経過が少し良くなかったので再入院され、今はまた退院されています。ご本人は元気にし
ていらっしゃいましたが、まだ少し例会は休ませて頂きます、との事でした。できるだけ早くまた出て来て頂けたらと願っ
ております。
　ここ２～３日は豚インフルエンザの問題で大きく新聞テレビをにぎわせております。既にメキシコでは１５９人の方が亡く
なっておられるという報道がされておりましたし、アメリカ、テキサス州でも２歳に満たない児童が亡くなったということで、
もう今日はフェーズ５になっているようです。蔓延せずに早く終結してくれることを願っております。以上、会長報告を終わ
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

　本日は財団奨学生  松本歌織さんもお越しになっておられます。早ければ７、８月に海外に行かれるそ
うでございますのでご支援宜しくお願いいたします。
　・ＩＤＭ　班別表 ............................................................................................... .配布
　・５月７日　例会休会
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 松本　歌織さん

ロータリー財団国際親善奨学生の紹介 笹島　良雄カウンセラー

　２００９－２０１０年度　海外留学生の送り出し　
　松本歌織さん
　１. 出 身 地　　和歌山市西庄
　２. 学　　歴　　星林高校　上智大学法学部
　３. 希望大学　　ユトレヒト大学（オランダ）、ジュネーブ大学（スイス）
　４. 構　　想　　 専攻した人権に関する国際法、国際人道法を生かしたい。 

ＪＩＣＡの青年海外協力隊、ＮＧＯ活動にて経験を積み、外務省関連、国連人権高等
弁務官事務所等を目指す。

　　松本さんは向学心に燃え、頭脳明晰、明るく素直な方です。当クラブとしても力一杯応援してゆきたい。

　はじめまして。松本歌織と申します。本日はお招きいただきましてありがとうございます。今まで笹島様
に一年間お世話になっておりまして、この例会にも誘っていただいておりましたが、現在住んでいるとこ
ろが東京なものでなかなか参加することができず申し訳ございませんでした。以前この東ロータリークラ
ブでお世話になったのは去年の４月だったと思います。その時は面接だったので非常に緊張しておりま
して下のラウンジで皆様が和気藹々と迎えてくださったおかげで本当にすくわれたのを覚えております。

皆様にご推薦いただいたおかげで一年間良い経験ができました。地区の研修にも参加させていただいておりますが、

国際親善奨学生

に にこ こ 箱 ありがとうございました

藤田　昌宏さん 暖かくなりました。
山東　勝彦さん   ＩＤＭ第４回計画致しました。よろしくお願

いします。
内畑　瑛造さん   ４月１３日（月）泉ヶ丘カントリークラブで国

際ロータリー第２６４０地区のゴルフ大会で
幸運にもシニア部門で優勝させて頂き有難
うございました。又過日家内に美しい花を
届けて頂き有難うございました。

中野　久生さん 本日の卓話ご期待します。ご苦労さまです。
村田　昌之さん 瀧川会員、本日はご苦労さまです。
松田　洪毅さん  瀧川さん本日の卓話楽しみにしています。

頑張って下さい。
岡野　年秀さん  家族旅行には親睦委員会並びに会長さん

にはお世話になりました。
山本　進三さん  瀧川さんお疲れさまです。卓話楽しみにし

ています。

笹島　良雄さん   １．財団奨学生松本歌織さんようこそいらっ
しゃいました。

  ２．先日の親睦旅行お世話有難う御座いま
した。ゴルフ優勝出来ました。

亀田　直紀さん 瀧川さん、卓話たのしみにしています。。
瀧川　嘉彦さん  本日久しぶりの卓話です。よろしくお願い

します。
武田　慎介さん  妻にきれいなお花ありがとうございました。

瀧川さん本日の卓話がんばって下さい。
吉田　篤生さん 瀧川さん、卓話がんばって下さい。
阪神タイガース応援団一同
八幡　建二さん 瀧川さん卓話楽しみにしています。
前田　成蔵さん   ２５日、２６日の両日開催されました地区大

会へのご参加ありがとうございました。
  先日のゴルフ会コンペで４位（幹事賞）頂き

ました。
樫畑　友洋さん 瀧川さん卓話がんばって下さい。

 本日の累計  ６９，０５３円（計１６名　１７件）（お誕生日お祝い  ６８９，０００円　皆出席  １８０，０００円　その他  ２，５１１，２０８円）  累計額  ３，３８０，２０８円 
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岡野　年秀 委員長   野上　泰造 副委員長

　日頃は青少年委員会にご協力いただきましてありがとうございます。ゴールデンウィーク中に例年通り
ライラがございます。５月２～４日とございまして、ご参加いただける方にはスケジュールを発表いたしま
すのでその時間に集合していただければと思います。５月２日（土）開会の日は大阪府立海洋センター
に１１：３０頃に特別参加の方は来て下さい。開会式は１３時からですが、１２時から食事となります。３日
（日）は海洋センターを８時に出発し、和歌山市役所前に８：３０頃到着し、歓迎の開会をします。お時

間のある方はご参加ください。４日（月）特別参加の方は閉会式が１４時から海洋センターでございます。宜しくお願いい
たします。以上です。

　委員長に続きまして、後日またご案内差し上げますが５月２１日（木）例会終了後、こばと学園の子供
たちと一緒に和光院へ慰問の予定でございます。

青 少 年 委 員 会

野上　泰造 委員長

　５月３０日（土）はボーリング大会、６月１３日（土）は午後からマージャン大会を計画しております。ご参加宜しくお願い
いたします。

親 睦 委 員 会

委 員 会 報 告

こちらでも笹島様から励ましのお言葉をいただいております。他の奨学生とも良い人脈を作ることができております。心
よりお礼申し上げます。ありがとうございます。
　現在は東京に住んでおりまして、研修のときだけ帰国しております。大学院ですが現在何校か出願したうち、イギリス
のノッティンガム大学とスイスのジュネーブ大学には合格しておりますが、オランダの大学が他国より発表が遅いというこ
とで結果をいただけていない状態です。皆様にはご心配をおかけして申し訳ございませんが、発表があり次第ご報告
いたしますので暖かいご支援をどうぞ宜しくお願いいたします。どこに留学いたしましても、国際人権法と決めておりま
す。卒業後も国際協力のキャリアを目指しておりますので奉仕の理念を持ったロータリークラブの元で目標を追及できる
ことを本当に光栄に思っております。進学して卒業してもロータリーにしっかり根をおろして今後はご支援くださった皆様
に恩返しできるような人材になれるようがんばってまいりたいと思います。宜しくお願いいたします。

 藤田　昌宏 委員長会 計 報 告
　こんにちは。５０周年記念の会計を皆さんに配布しております。マイナスの面は現在のニコニコからで
す。事務所の保証金が返ってきたのを使わせていただいたのと、国際交流基金を使いました。私の至
らぬところでクラブの財産を減らし非常に申し訳なく思っております。

　姉歯問題以降に建築関係の法律が大幅に改正され次々と実施されています。

□�建築基準法改正（平成１９年６月２０日）�
○確認申請が厳格化されました。 
　基本的に確認申請後の変更ができません。 
　申請書類が大幅に増加 
　申請期間の長期化（一般的には３ヶ月前後） 
　適合性判定（一定規模以上の建物の確認申請には建築主事以外の構造計算のチェック） 
　申請料の高騰 
　建築士の業務量の増加 
○建築士の罰則の強化

□建築士法の改正（平成２０年１１月２８日）
　○重要事項説明が必要になりました。
　○ 構造設計一級建築士、設備設計一級建築士の創設
　　 平成２１年５月２７日より一定の規模の建築物の構造設計／設備設計に構造設計一級建築士、設備設計一級建
築士の関与が必要になります。（木造で高さ１３メートル又は軒高が９メートルを超える建築物、鉄骨造４階建て
以上の建築物、鉄筋コンクリート造で２０メートルを超える建築物などは構造設計一級建築士が必要。３階建て
以上で床面積が５０００平方メートルを超える建築物は設備設計一級建築士が必要。）

　○新しい建築設計業務報酬基準の策定

□住宅瑕疵担保履行法
　○平成２１年１０月１日から住宅瑕疵担保履行法が始まります。
　　 住宅を供給する事業者は構造上主要な部分や雨漏りに対して１０年間の瑕疵担保責任を負っていますがそれを

実行するために事業者の保険加入または供託が義務付けられました。１０月１日以降に完成の建物に適用されま
すが工事着工前に保険に加入し現場検査をする必要があるため、これから着工する住宅は保険に加入する必要
があります。

□増改築に関しての規制
　○建築基準法の改正により既存建築物の増改築が制限を受けます。
　　 既存不適格建築物の増築は延床面積の１／２かつ５０平方メートル以下の場合以外は制約を受けます。既存建
築物が完了検査を受けていない場合は増築の確認申請が出せない場合もあります。

□確認申請機関
　和歌山にも役所以外に民間の確認検査機関があります。
　（和歌山県建築住宅防災センター、㈱総合確認検査機構）

□建築士会専攻建築士JIA登録建築家ＣＰＤ（継続教育）
　建築士会及び建築家協会では一級建築士に対してさらに独自の資格を設けています。
　資格を更新するためにはＣＰＤ（継続教育）単位の取得が必要です。

卓　  話

瀧川　嘉彦 会員最近の建築関係法令等の状況

国際ロータリー第2640地区
2008〜2009年度地区大会

2008〜2009年度　ライラセミナー
2009.5.3　於��和歌山城公園


