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ク�ラ�ブ 日　　時 内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ 7月23日（木） 例会変更
和歌山南Ｒ．Ｃ． 7月24日（金） クラブフォーラム 「委員会事業活動計画発表」
和歌山中Ｒ．Ｃ． 7月24日（金） 卓話
和歌山北Ｒ．Ｃ． 7月27日（月） クラブフォーラム 「本年度活動方針と事業計画」
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． 7月27日（月） 会員卓話
和歌山Ｒ．Ｃ． 7月28日（火） 卓話 「なぜ和歌山にコミュニティＦＭが必要か」 エフエムわかやま理事長　山口昭昌さん
和歌山西Ｒ．Ｃ． 7月29日（水） 決算報告・予算案審議
和歌山東南Ｒ．Ｃ． 7月29日（水） 職業紹介

●�クラブフォーラム「地区協議会の報告」

●ロータリーソング� 村田　昌之 ソング副委員長
「我らの生業」

●出席報告� 岸裏　廣澄 出席委員長
会員数５４名（内出席規定適用免除会員９名）
７月１６日（本　日） ３７名 ８２．２％
７月２日（メーキャップ後） ４３名 ９５．６％

本日の例会� ７月20日（月）１６：３０〜�於�ロイヤルパインズホテル

次回の例会� ７月30日（木）

●港祭り花火観賞例会

●卓話「夢に向って、前進あるのみ」
 和島興産㈱代表取締役社長（和歌山アゼリアＲ．Ｃ．）　
　　 島　和代さん

皆さんこんにちは。

「脳死は人の死」とし臓器提供年齢制限を撤廃、本人が生前拒否表明していなければ家族の同意

で臓器提供が可能になる改正臓器移植法が13日、参議院で可決され成立しました。施行は来年７月の

予定です。

昨年、国際移植学会が海外での移植禁止を求める宣言をし、ＷＨＯ（世界保健機構）もこれを追認する方針であり、

移植を待つ患者さんにとっては海外での移植の機会が閉ざされることになっていました。賛否両論がありますが、患者

さんや家族にとっては、日本での移植を受ける機会が増え大変な朗報であります。片や脳死と判定されても心臓が動

いていれば中々死を受け入れられないのが家族だと思います。

心臓移植は、昭和４３年和田教授により始まりました。２００７年度の心臓移植件数のデータですが、日本10件、アメ

リカ２２４０件、フランス３８６件、イギリス１３５件等となっています。現行法では、提供者の年齢制限があり、殆どの患

者は多額の渡航費用、手術費用を工面し、海外で移植手術を受けていました。これからは、多くの子どもが、日本で

手術を受け、命が救われる可能性が飛躍的に増えることを思うと改正されて良かったのでは無いかと思います。

しかし、「脳死は人の死」は臓器移植法での規定で、「生」も「死」も大変重たく重要なものであり、軽々しくは判

断するものではないと思います。人工臓器又はＩＰＳ細胞による臓器移植の時代が早く来ることを願って止みません。 

会 長 報 告 谷口　文利�会長

・和歌山南ロータリークラブ　ビジターフィー値下げのご案内

　例会：毎週金曜日　ダイワロイネット

幹 事 報 告 野上　泰造�幹事

メーキャップ情況

７月１３日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　山東　勝彦、松田　洪毅、八幡　建二 / ７月１８日（土）　地区委員長会議　笹島　良雄

（敬称略）

皆さん　こんにちは。今年、私の今いる和医大第二病理教室の創立５０周年です。和歌山東ロータリー

クラブと同じです。先週の金曜日、病理教室の５０周年を記念してマレーシアへ旅行に行ってきました。

マレーシアのいい景色を見てイスラム教的な文化を体験して本当に楽しかったと思います。今週月曜

日の朝、無事日本に帰国しました。本日はありがとうございました。

ご 挨 拶 米山奨学生　李　亜涼さん

野井　　晋さん 先日の地区協議会に出席できず、岡野年秀君に代理出席をお願い致しました。

 本日の報告も代理報告して頂き有難うございました。

島　　公造さん 愛妻にきれいなお花有難うございます。

田原　久一さん 慶風高校の野球に関し、負けましたが全生徒はよく頑張りました。

 コマーシャル等、球場にも応援に来ていただき皆さんに感謝します。

山本　進三さん ２０日の花火例会よろしくお願いします。

谷口　文利さん 本日、クラブフォーラム宜しくお願いします。

野上　泰造さん 暑い日が続きますが、皆様お体を御自愛下さい。

瀧川　嘉彦さん 明日から子供達は夏休みです。無事に楽しい夏休みを過ごせますように。

阪神タイガース応援団一同

〔お誕生日お祝い〕

黒田　純一さん

武田　慎介さん

にこにこ箱� ありがとうございました

 本日の累計  ４４，４４０円（計９名　１０件）（お誕生日お祝い  ２５，０００円　皆出席  ５，０００円　その他  ２０６，９１４円）  累計額  ２３６，９１４円 

おめでとうございます！
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■会長部門
　地区協議会は、平成２１年５月１０日田辺で開催されました。全体会議は紀南文化会館で開催され、部門別は９会場に別
れ協議し、最後に又紀南文化会館で全体会議をしました。最初に村上ガバナーからジョン・ケニーＲＩ会長のテーマ「ロー
タリーの未来はあなたの手の中に」について「ロータリーはクラブが中心で、全てはクラブから始まる」「各クラブが、活
力をもって生き生きと行動するためには、常に会員間で話し合って、日々変化と発展の努力が必要です」との話の後、ガ
バナーは地区の方針を「歴史に学び、変革と進歩」とし、ロータリーの歴史をもう一度振り返り、ロータリーのプリンシプル
（原理・原則）を確認すると同時に、その上に立って“変革”を勇気をもって断行し、明日に向かって前進しよう。と云われ、
会員増強は純増２名を目標にし、又ロータリーの醍醐味は例会にある。例会の充実なくしてクラブの発展はない。と話され
ました。
　ポリオプラス・プログラムへのビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から寄付された3億5,500万ドルに対するロータリークラ
ブからの2億ドルチャレンジについては、当地区はＤＤＦ（年次寄付の５０％の地区活動資金）として４５万ドルあり、その
内の３０万ドルを宛てる事で支払いを済ませた。との報告がありました。

■幹事部門
カウンセラー　ＰＤＧ　月山和男　・・・　クラブ幹事の心得
１）クラブ会長と幹事
２）クラブ幹事の責務と役割
　　イ）会員記録
　　ロ）出席記録と報告
　　ハ）諸会合の通知
　　ニ）議事録の作成
　　ホ）ＲＩに対する報告並びにガバナー事務所に対する報告
　　ヘ）ＲＩ及び地区への送金
　　ト）クラブ定款及び細則の点検
　　チ）クラブ組織について
　　リ）会員増強について
　　ヌ）各委員会との連携
　　ル）ロータリー財団並びに米山奨学会への寄付
３）クラブ幹事の年間予定
　　イ）理事会会合
　　ロ）クラブ協議会
　　ハ）地区ガバナーの公式訪問
　　ニ）クラブ組織・地区協議会（就任前）
　　ホ）ＩＤＭ・ＩＭ・地区大会・国際大会

カウンセラー　ＰＤＧ　中村幸吉　・・・　クラブ幹事とは（その魅力とやりがい）
・クラブの情報の交差点
　クラブのあらゆるニュースが幹事に集中
・クラブのあらゆる事に首を突っ込む
　そして気働きをする。
・週に２回、クラブ事務所へ
　特に、例会の前日に。
・すべてのクラブの会合の議事をメモする。
　クラブ理事会の議事録作成は、幹事の責任。
・クラブの対外的な折衝
　幹事が表に立たない場合でも、必ず関与する。

・花火例会のお知らせ
・例会　１６：３０～　ロイヤルパインズホテル
・車でお越しの場合、ホテルの駐車場が満車の時は、ホテルの係りの方の指示に従ってください。
・船への乗船はチケットをお渡ししますので個々にお願いいたします。その後の集合はございません。
・雨天の場合、例会と食事会のみとなることがございます。
・服装はカジュアルで結構です。

親 睦 委 員 会 山本　進三�委員長

財団奨学生〈送り出し〉

松本歌織さんジュネーブ大学留学決定

本人の強い希望で、同大学の再挑戦の為のフランス語の試験に合格し、渡航が決定しました。（７月中に出発）

御本人からの当クラブへのメールです。

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

和歌山東ロータリークラブの皆様

蒸し暑い日が続いておりますが、お変わりございませんでしょうか。

先月は例会に出席させていただいた折に、たくさんの励ましのお言葉を頂きまして本当にありがとうございまし

た。あたたかく迎えてくださって大変嬉しく、心強い思いでした。

明日は、東京での留学準備がたてこんでおりまして、例会に出席できず大変申し訳ありません。代わりにメール

でのご報告とさせていただきますことをお許しください。

現況報告なのですが、あの後、必死で勉強して日本橋のベルリッツにてフランス語の試験をうけ、ロータリー

本部より１ヶ月のフランス語研修付合格の通知を頂くことができました。オランダのユトレヒトからジュネーブ大学へ

急な指定校変更でご心配をおかけしてしましたが、皆様のおかげでジュネーブにいける次第となりました。本当に

ご支援ありがとうございました。

フランス語の研修は、授業の開始前にジュネーブから一時間ほど離れたローザンヌで行われるそうで、現在語

学学校と日程を調整しております。留学準備は思い通りにいかないことのほうが多く、一人ではどうにもならない

と感じることがありますがそのたびにロータリーの皆様に助けていただいております。いつも親身になってくださる

笹島様、そして奨学生として留学する貴重な機会を与えてくださった皆様に心より感謝申し上げます。

渡航は、関空発、ヨーロッパ行きの便が少ないため今月２４日に成田からを予定しております。要領が悪く、渡

航直前までばたばたしてしまいそうですが、なんとか飛行機にのれるようがんばります。皆様にもう一度お会いして

お礼申し上げることができないのが大変心残りですが、次にお目にかかれるまで、どうぞお元気でいらしてください。

現地からもまたしばしばご連絡させていただきたいと思います。本当にありがとうございました。

財団奨学生　松本歌織さんより

・第一回　ＩＤＭのお知らせ

 ※出欠案内を出しませんので、欠席の方は各班長もしくは副班長までお知らせください。

情報規定委員会 岡野　年秀�委員長

委 員 会 報 告 クラブフォーラム

松本　歌織　
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・手続要覧・クラブ幹事要覧の熟読
　ＲＩと日本のロータリーの違いを認識する。
・クラブ細則に目を通しておく
　特に、細則の後半に細かい規約がある。
・クラブに来る公式書類
　幹事から各担当に手渡す。
・会長よりは面白い
　２度やればもっと、面白い。

■会員増強部門　岡野　年秀 代理
　残念なことに今年度、無くなるかもしれないクラブが１～３クラブあります。
　退会防止も含めて、できるだけ親睦、クラブ奉仕に努めて活気付く運営をしていただきたいとのことです。
　会員増強の優秀なクラブもあって、一年間会長が増強ばかりをするというクラブもありますが、それくらいしないと会員が
増えないそうです。

■社会奉仕部門　堀岡　忠男 副委員長
　基本的に従来の奉仕活動を継続していく方針です。
　今年の特色としまして、２６４０地区強調事項として地震問題に対する防災対策が挙げられていました。具体的な取り組
みは、はっきり決まっていないようですが、力が入っている様子でした。
　また、会員からの質問として、ロータリー１００年の森林への疑義がありました。選定された樹木のなかに森林環境に対
して適当でない樹木があるのではないかということです。その質問を踏まえ、ロータリーの森事業に関する総括が行われる
ようです。

■国際奉仕・世界社会奉仕部門　田原　久一 委員長
１． ＷＣＳに関しては、実際に支援国に足を運んでもらい、視察、検証するように。とのことなのでカンボジアのほうに、堺
西ＲＣと合同で、視察、検証を考えております。

２． 青少年交換に関しては、当クラブにおいては、予算を組んでおりませんので、希望者は事前に当委員会のほうにご相
談ください。

３． 今年度の国際大会はモントリオールで来年6月20日から23日まで行われます。年末には登録業務がありますので、また、
連絡します。

■青少年・高齢者部門　古屋　光英 委員長
　新世代部門の中に、青少年。ライラ委員会　ローターアクト委員会　インターアクト委員会の３つの委員会から構成され、
各委員会は基本方針・活動計画があります。
　青少年・ライラ委員会では、毎年ライラセミナーが５月に開会されていますが本年度は、３月２０日（土）２１日（日）２２日（月）
に田辺市目良、元島館で開催されます。
　ローターアクト委員会・インターアクト委員会は、クラブ数の減少、会員数の減少、ですが各活動に努力しております、
各クラブのご協力のほど、よろしくお願いします。

■ロータリー財団（部門）　中山　恒夫 委員長
　最初に「ロータリー財団を理解するために」と題して亀岡弘パストガバナーの説明がありました。

使命： ロータリアンが健康状態を改善し、教育への使命を高め、貧困を救済することを通じて、世界理解、親善、平和を
達成できるようにすること。

標語：「世界でよいことをしよう（Doing good in the world）」
優先事項：すべてのプログラムと運営を簡素化すること。
　地区レベル、クラブレベルにおいてロータリー財団へより一層参加し、ロータリー財団を自分たちの財団と自覚すること、
等です。引き続き、ロータリー財団委員会、財団奨学金小委員会が開催されました。まず、年次寄付につきましては一人

当たり年２００ドルをお願いしたいとの事でした。また、教育的プログラム、人道的補助金プログラム、ポリオプラスプログ
ラムについて、いかに取り組むべきかの検討がなされました。ＧＳＥについては９月にアメリカ、ニューヨーク州の７１５０地
区に５名の団員が派遣され、７１５０地区からは来年３月に派遣される予定で、是非高野山を訪れたいとの事です、国際親
善奨学生は、帰国してから財団学友となり、将来のロータリアン候補でもあり、毎年９月に帰国報告会を開催する計画もあ
ります。

■米山奨学部門　眞野　賢司 委員長
　皆様よくご存知のとおり、米山奨学会は皆様の寄付金で成り立っております。今年も皆様から年間２万円をいただいてお
ります。本当にありがとうございます。
　全国で昨年度１４億９４００万円が集まり、８００人の奨学生を受け入れております。１０年前は２０億円ほどだったが、不況
で徐々に減ってきております。基金の基本財産が５０億円、特別財産額が９７年当時は同額で合計１００億円近かったのです
が、現在は８０億円しか残っていないそうです。
　奨学生の国別分布について、１０９ヶ国から奨学生を受け入れておりますが、実際には中国と韓国が共に２５～６％、台
湾２３％で全体の約３／４を占めています。米山奨学生から卒業して米山学友になるのですが、今まで累積で１４０００人の
卒業生をだし、内３０００人が博士号を取得しています。如何に優秀であるかの一つの証明であろうかと思います。

■地区社会奉仕委員会　笹島　良雄 アドバイザー
　２６４０地区、社会奉仕委員会　アドバイザーを任命されました。
　出来る限り、任務の遂行に尽くしたいと思います。
　委員会の内容は吉田委員長から報告あると思います。
　私は環境保全の見地から、「ロータリー１００年の森林」について、現状報告を致しました。本件についてはさすが関心高く、
多くの活発な質問を頂きました。その中の１件に、　植樹した木、総数（２，４２４本）の内、ヤマ桜が６５０本あるが、この木
は他の植物の生育を阻害する作用がある、６５０本は多かったのではないか？
　当日は勉強不足に答弁出来なかったのですが、後日調べました。
　「さくら」の種類によって「アレロバシー現象」と言って阻害する作用があるそうです。「さくら」の葉にクマリニという成
分があり、これが「アレロバシー現象」を起こすとの事ですが、高野山の広葉樹の植栽では、他の植物に影響を及ぼし
ている事はないそうです。

〈桜は生長が早く、１０年程度で成木になります。見頃は平成２６年頃です。皆さん、つれもって花見に参りましょう。〉

■第４回　理事・役員会議事録
２００９年７月１６日（木）　於　ルミエール華月殿

１．名誉会員の承認
　　　津本　陽　殿　　駒井　則彦　殿

２．出席規定適用免除会員について〈細則第１１条〉
　　　中村 靖男 会員（９月より）　前田 成蔵 会員　黒田 純一 会員　豊田 英三 会員　

３．和歌山西警察署少年補導連絡会への協賛
　　　不良化防止事業に３万円協賛　　

４．和歌山新報暑中見舞い広告
　　　掲載して頂く。〈１万円〉

５．例会場変更
　　　資料を集めて慎重に検討してゆく。

６． ２０１０年Ｉ.Ｍ.３組（インターシティミーティング）
　　　東Ｒ.Ｃ.が担当になる。日程、役員等、早急につめてゆく。


