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●年次総会「次々期会長、次期副会長、次期理事選出」

●クラブフォーラム「米山奨学会」

●卓話 米山奨学生　李　亜�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５６名（内出席規定適用免除会員１０名）
１１月２０日（本　日） ３８名 ８２．６％
１１月６ 日（メーキャップ後） ４７名 １００％

前回の例会� 11月20日（木）

次回の例会� 12月4日（木）

本日の例会� 11月27日（木）�

  ク ラ ブ   日　　時   内　　容
和歌山城南Ｒ．Ｃ． １１月２７日（木） 例会変更
和歌山南Ｒ．Ｃ． １１月２８日（金） 卓話　国際医療奉仕団ジャパンハート代表　吉岡　秀人さん
和歌山中Ｒ．Ｃ． １１月２８日（金） 卓話 「和歌山子ども虐待防止協会の活動状況」 和歌山子ども虐待防止協会　会長　小池　通夫さん
和歌山北Ｒ．Ｃ． １２月１日（月） 年次総会
和歌山アゼリアＲ．Ｃ． １２月１日（月） 年次総会
和歌山Ｒ．Ｃ． １２月２日（火） 年次総会
和歌山西Ｒ．Ｃ． １２月３日（水） 年次総会
和歌山東南Ｒ．Ｃ． １２月３日（水） 年次総会

●卓話「自己紹介」
� 当クラブ会員　赤井　雅哉さん

●ピアノ演奏� 中井　利枝さん
ハロー・ドーリー（ＪＥＲＲＹ  ＨＥＲＭＡＮ）
煙が眼にしみる（ＪＥＲＯＭＥ  ＫＥＲＮ）

１１月１７日（月）　和歌山北Ｒ.Ｃ.　 糟谷　元春、加藤　裕司、角谷　芳伸、岸裏　廣澄、黒田　純一、
山東　勝彦、玉置　博康、堀井　孝一、堀岡　忠男、宮本　和佳、
村田　昌之、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。朝晩非常に冷えて真冬が来たような気候が続いております。インフルエンザも流
行る季節になってきましたので、お互いに健康管理には十分注意しましょう。
　皆さんのお手元に、サンケイ新聞の「２６４０地区の挑戦　地道に取り組む水問題」ということで掲載さ
れております。是非読んでいただきたいと思います。
　本日は１１月２０日（木）、第三木曜日ということで確かボジョレーヌーボの解禁日だと思います。これ

はフランス政府がブランドイメージを高めるということで４０年前から始まり、バブルの頃はボジョレーヌーボの解禁パー
ティなどたくさんあったのですが、最近はあまり見かけなくなったので寂しいかなと思います。今日の夜はワインでも飲み
たいなと思っています。

会 長 報 告

岡野　年秀 委員長

　こんにちは。青少年委員会ならびに社会奉仕委員会を代表してご報告いたします。１１月２９日（土）は
世界エイズデーということでわかちか広場でイベントがございます。また、１２月６日（土）１３：３０から青
少年健全育成啓発活動ということで、我々はサビオ配りといっておりますが青少年非行防止活動をいた
します。ふるってご参加ください。

青 少 年 委 員 会

山東　勝彦 委員長

　こんにちは。本日皆様に第２回Ｉ.Ｄ.Ｍの班編成をお配りしております。もうすぐ１２月、年末押し迫って
皆さんに大変ご迷惑をお掛けいたしますが、役務上止むを得ませんのでご了承いただきたいと思いま
す。欠席またはメイクアップの方のみ事務局または班長にご連絡いただきたいと思います。今回はロー
タリーを楽しんでいただくということで少人数の編成にしております。また、会長、幹事、情報規定委員
会のメンバーが各班に入っております。宜しくお願いいたします。

ロータリー情報規定委員会

委 員 会 報 告

前田　成蔵 幹事幹 事 報 告

　・こばと学園便り..........................................................................................................回覧
　・和歌山新報　１１月１１日号　ロータリー花壇の植え替え　記事............................回覧
　・李　亜�さんからの絵葉書
　・世界エイズデー　バッチ配布とイベントのご案内
　　１１月２９日（土）　１３：００～１６：００　わかちか広場
　・女性ロータリアンの集い　１２月２日（火）　１７：００～　全日空ゲートタワーホテル

に にこ こ 箱 ありがとうございました

藤田　昌宏さん 寒くなりました。皆様お身体ご自愛下さい。
山東　勝彦さん 第２回ＩＤＭを開催します。ご出席の程よろしくお願いします。
黒田　純一さん 妻にきれいな花を有難うございました。
谷口　文利さん 大変寒くなりました。風邪に注意しましょう。
中山　恒夫さん 家内にきれいなお花をお届けいただきありがとうございました。
堀岡　忠男さん ３週間ぶりに例会に出席します。
田中　完児さん 青少年健全育成啓発活動のご参加よろしくお願いします。
阪神タイガース応援団一同
八幡　建二さん 李亜チウさん卓話よろしく。
前田　成蔵さん 季節の変わり目です。気候が急変します。体調管理に万全に！
樫畑　友洋さん お誕生日お迎えの皆様おめでとうございます。

〔お誕生日お祝い〕
楠本　章　さん
赤井　雅哉さん
吉田　篤生さん ４２才になります。やっと厄が明けるのでひと安心です。

 本日の累計  ７８，５００円（計１４名）（お誕生日お祝い  ３７４，０００円　皆出席  ５５，０００円　その他  １，２２２，５４０円）  累計額  １，６５１，５４０円 

おめでとうございます！
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2. みんなに公平か

　皆様  こんにちは。今日はこのようなお話をする機会をいただき、とてもうれしく思います。私は２年
前中国の山東省から来日し、現在和歌山県立医科大学の博士課程の３年生です。和歌山東ロータリー
クラブの皆さんに大変お世話になりとても感謝しております。ありがとうございました。皆さんはきっと私
と同じように自分の故郷について特別な感情を持っていると思います。私の故郷は中国の山東省で、
今日はここで私の故郷の山「泰山」についてお話したいと思います。中国山東省の中部にある泰山は、

中国五岳の筆頭に数えられています。五岳とは泰山、華山、衡山、恒山、嵩山の五つの山のことで、中国で最も美し
く歴史のある山と言われています。泰山の標高は１５４５ｍあり、最高峰は「玉皇頂」と呼ばれています。その姿は堂々と
しており天下第一の山と褒め称えられるほど有名な観光名所です。泰山は雄大な天然の山岳公園です。泰山から見え
る日の出、夕焼け、雲海は人々を驚嘆させます。泰山は中国の歴史で最も影響力のある山で、秦の始皇帝は泰山に
登り「封禅の義」を行いました。封禅の義とは天と地に王の即位を知らせ天下が泰平であることを感謝する儀式のことで
す。またそれ以来歴代の皇帝たちが泰山に登り封禅の義を行いました。中国では一つの有名な言葉があります。

　山は高くなくても仙が居れば、名になる

　標高１５４５ｍの泰山は中国で一番高い山といえませんか。
　歴史では天と地の接合しているところと信仰され、歴代皇帝が天と会話する場所と信仰されるようになりました。泰山
が安らかになれば天下が安らかになるといわれ、私の故郷は「泰安」呼ばれるようになりました。歴代皇帝や書家など
の文化人がよく訪れた地ですので山麓にはたくさんの遺跡が残っており、国連の世界文化と自然遺産に指定されました。
しかし私たちにとってこの山は歴史的な意味を持つだけでなく毎朝家族と一緒に泰山に登ったり緑の景色を見たり、き
れいで澄んだ空気を吸うなど自然の恵みある山として親しんでいます。
　泰山で一番有名な食べ物は「豆腐宴」です。豆腐宴は健康に大変良い豆腐を用いた豆腐料理のフルコースです。
泰山の水は清くて口当たりが良く、これを用いて作る豆腐はきめ細かく苦味がありません。この豆腐宴には１５０種類以
上の豆腐料理が存在します。中国人にも外国人にもこの豆腐宴は人気があります。
　私には故郷が二つあります。一つは生まれたときから２４年間ずっとこのすばらしい山の近くで住んでいた泰安です。
二つ目は、２年前に留学してきた日本です。この２年間は留学生として私は授業料や生活費の負担を負わなければな
りませんでした。今年４月からの米山奨学生として和歌山東ロータリークラブの皆さんにお世話になってから日本での
生活に大きな変化がおこりました。つまり生活面を心配せず勉強一筋で研究に専念できるようになりました。また、ロー
タリークラブの皆さんとお話しすることによって学校では学べないさまざまなことを体験し、より日本の生活を味わうこと
もできました。皆さんに心から感謝しております。
　２ヶ月ほど前に私は、泰山と富士山が友好山になることを新聞で読みました。泰山の町の住人の私はとても幸運に感
じました。私は一人の留学生として、泰山と富士山のように日本と中国の人々の友好関係が決して揺らぐことのないよ
うに力を尽くしたいと思います。
　本日はありがとうございました。

田原　久一 会員

２００８．１１．１６（日）１３：３０～１６：３０
テクスピア大阪　４Ｆ　に於いて

1. 勝野ガバナーさんの主旨説明

クラブ研修リーダーについて

　イ） クラブにおける様々な研修する時のリーダーになって下さい。
　ロ） ロータリーの知識を会員に提供してください。
　ハ） クラブに於いて、その運営管理の知識を確保して下さい。

上記の役目をする為、ロータリーをしっかり学んで下さい

2. パストガバナー中島治一郎さんによる講演「ロータリー運動」について
　○クラブの強化
　○ドイツでは会員は増えている・その訳は・・昔の１業種１人でやってるから
　　特に　決議２３－３４が没に成ったのを悔やんでました。

3. 地区職業奉仕委員長　角谷浩二さんによる「職業奉仕について」
　４つのテストについて
　英文を見てほしい。そして、本来は次の様な訳ではないのか？

　４つのテスト
　　自分の行動を考え、正しいかどうか
　　　１．商品にうそ偽りがないかどうか
　　　２．すべての取引先に対して公正かどうか
　　　３．取引によって自らの信用を高め、人間関係を築き上げるかどうか
　　　４．全ての取引先に対して有益であるかどうか

以　上

クラブ研修リーダー会議の報告

藤田　昌宏 委員長

　こんにちは。本日は少し苦言を呈したいと思います。各委員会で夜の委員会については、緊縮財政
の折ですのでちょっとお考えいただきたいと思います。コンパニオン代は必ずご自分で負担してください。
５０周年にもお金を使いたいと思いますし、もし夜に委員会をするのでしたら、お昼に簡単に済ませてい
ただきたいと思います。宜しくお願いいたします。

会 計

笹島　良雄 会員

　こんにちは。記念誌に掲載するプロフィールなどの変更を、皆様にお配りしております。ご家族のお写
真などを掲載するスペースをとりましたので、サンプルを回覧いたします。ご協力を宜しくお願いいたし
ます。

５０周年記念誌

マルチプルポールハリスフェロー

卓　  話

米山奨学生　李　亜�さん

糟谷　元春 会員


