
      

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

   

 

第 2640 地区和歌山東南ロータリークラブ ２００７～２００８ 

例会日：水曜日 

第１・第２    夜間・18:30～ 

第３・第４・第５ 昼間・12:30～ 

例会場：華月殿 和歌山市屋形町 2-10 

事務局：〒640-8227  

  和歌山市西汀 26 経済ｾﾝﾀｰ 7F 

  TEL073-423-3666 FAX073-423-7200 

http://www3.cypress.ne.jp/tonan-rotary.html 

E-mil   a-rotary@coral.cypress.ne.jp  

 

和歌山東南ロータリー 

会  長  市川正夫 副会長 坂口和男 

会長エレクト 津川善昭 

 幹  事  駒阪純章  副 幹 事  溝落和作 竹中昭美 

 会  計  土屋一博  副 会 計  早田充宏 

 会場監督  松浦 薫 副会場監督  奥村智子 山田剛弘 

 直前会長  神谷尚孝 

17 号 

                          市川正夫会長 

   

財団奨学生の出崎彰人君ようこそ。後ほど、イギリス

留学の体験について卓話宜しくお願いします。 

 さて、クラブ細則第１条の「理事および役員の選挙」

の、第１節に「会長は、１１月第１例会において、次

期役員及び理事（４大奉仕部門委員長及びＣＬＰ・ク

ラブ細則検討委員長）の候補者を選出する旨、告知す

る。と規定されております。  

本日まで、立候補の申し出がございませんでしたの

で、理事会が指定する指名委員会の指名した期会長エ

レクト候補者及び次期会長が会員と検討し、推薦され

た役員･理事候補者を発表致します。  

ここで、理事候補について一つお断りがございま

す。ＣＬＰ･クラブ細則検討委員会の理事について今

期中に、細則の変更等がなされ、情報規定委員会に集

約されても次期理事会メンバーの変更がいらないよ 

う今回、直前会長が兼務する案で指名されておりま 

す。 では、来期の役員、理事候補者を発表致します。  

【役員】会長     津川善昭君。  

会長エレクト 竹中昭美君。  

副会長    片畑宏造君。 

幹事     溝落和作君。  

会場監督   南美和子君。  

会計…    籠田弘君。  

【理事】４大奉仕部門 和田達男君。  

早田充宏君。  

井畑順三君。  

中岡隆文君。      

ＣＬＰクラブ細則検討委員長（直前会長が兼務）    

市川正夫君。 

１２月の第１例会の年次総会において、承認決定しま

すので宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

先週例会報告    会場監督 松浦 薫 

会長挨拶  

本日の例会                 11 月 21日(水)『華月殿』12:30～ 

         

行事予定  11月お誕生月会員卓話 

次回の例会 

の例

会 

ｸﾗﾌﾞ会報委員長 中岡隆文 副委員長 郷間博敏   

 

 

出席者報告                                                       

会員総数 39 名  出席免除会員 2 名 

11/ 7  出席者 26 名・出席率 70.27% 

10/24  出席者 31 名・出席率 83.78% 

井畑委員長 

                11月 14日(水)『華月殿』18:30～     

通算(1794回)  ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ  四つのテスト  

行事 外部卓話 教誨師  岩井喜市郎氏 

「人は何故罪を犯すのか」 

出席率 UPにご協力をお願いします。 

                            駒阪純章幹事 

＊中 RC雑賀会長より 去る 10月 20日(土)の IM3組 

に於いては、各クラブ皆様方のご協力の御蔭を持ち 

まして無事盛大に開催する事ができました事を感 

謝しております。本当に有難うございました。 

＊地区エイズ募金へのご協力で、社会奉仕より 

\20,000円をガバナー事務所へ送金いたしました。 

＊本日、市内 9RC合同ゴルフコンペが、紀伊高原で 

行われました。結果、東南 RC は見事団体優勝を納

めました。又、当クラブの鯨会員が個人優勝を果た

されました。おめでとうございます。 

 

幹事報告  

 

市内 9 ﾛｰﾀﾘｰ合同ｺﾞﾙﾌｺﾝﾍﾟ 

団体優勝 

個人優勝 鯨 会員 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

   

 
溝落君・果報は寝て待て。籠田さんのおかげで麻雀同好会

で優勝させて頂きました。 

竹中君・夜間例会親睦の皆様、おつかれさまでした。楽し

かったです。 

籠田君・郷間さん、お世話になり有難うございました 

本人お誕生日御祝・角谷君。 

配偶者お誕生日御祝・中村君、和田君、奥村(智)君、津川

君。  

ﾆｺﾆｺ箱  

報告 

ニコニコ箱 米山奨学金 ﾛｰﾀﾘｰ財団 東南育英会

累計 843,955 327,000 336,000 21,000  

 
吉田君・11/11 一万人大清掃です。みなさんよろしく。8：

20集合です。 

竹中君・先日は松浦さん、奥村さんありがとうございまし

た。 

奥村(智)君・夜間親睦例会に沢山のご出席ありがとうござ

いました。 

山口君・米山ご協力ありがとうー。 

米山記念奨学会 

報告 

 

 稲葉君・奥村智子様、先日は楽しい夜間例会をありがとう。 

ﾛｰﾀﾘｰ財団   

 市川君・2006-2007 年度 R 財団奨学生 出崎彰人君。本日

卓話よろしくお願いします。 

東南育英会  

第５回『ロータリーの友』地区だより『１１月号報告』 

１ 是非お目通し頂きたい記事   『ヨコ組み』 

P1 ＲＩ会長メッセージ  財団について考える 

P6 ティファニー・ウッズ 自ら模範を示す 

P40 ◆地区のたより 第２６４０地区（堺北ＲＣ・ 

貝塚コスモスＲＣ・那智勝浦ＲＣ・粉河ＲＣ） 

P44 ■エバンストン便り   ■管理委員会の思い 

２ 是非お目通し頂きたい記事   『タテ組み』 

p12 ◆卓話の泉 沙也可という日本人 

   （財）和歌山社会経済研究所 前専務理事 辻 健                                 

和歌山北ロータリークラブ 

P14俳 壇   ２６４０地区ロータリアン入選句 

『寝返りを打ちて暑さを裏返す』 

大阪・堺フェニックス   米田眞理子 

 

 

 

 

柳 壇   ２６４０地区ロータリアン入選作 

『思いやり知って相手が近くなる』            

大阪金剛    井出  敏 

『新会長ゴングの音もリフレッシュ』           

和歌山南    牧 をさむ 

P20 ◆友愛の広場 『友』の表紙写真に思う         

堺南      富永 泰示 

P24 ロータリーアットワーク 

有田川をきれいに     有田ロータリークラブ 

第２０回記念大会     高師浜ロータリークラブ 

P28 盆踊りに彩りを添えて 和歌山北ＲＣ  岡田 将生 

委 員 会 報 告        奥村博志広報・雑誌副委員長 

 

クラブフォーラム「ロータリー財団委員会」         ロータリー財団委員会委員長 山田剛弘 

         副委員長 山本唯二 
委員長がお休みですので、副委員長の山本が本日のホーラムを進行させて頂きます。 

１．皆様よりの財団への寄付金はどの様に使用されているか。「ロータリー財団への寄付 

金の行方」の資料を配付しております、ご確認下さい。 

２．国際親善奨学生 出崎彰人さんがこの程、国際親善使節としての責務を充分に遂行さ 

れ先月 17日帰国しました。（2006～2007、寄付何度は 2003～04年度） 

３．出崎彰人さんの帰国報告をもちまして、本日の財団クラブフォーラムに替えさせて頂 

きます。 

イギリス留学を終えて 
2006-07年度 国際親善奨学生 出崎彰人様  第 2640地区推薦クラブ：和歌山東南ロータリークラブ 

自己紹介 

どうしてイギリス？：イギリス英語が好き。 ★留学先：レディング大学大学院応用言語学科。 

★応用言語学：言語学を基礎に、心理学、社会学、言語教育への応用を考える。  ★専門：英語の音声の研 

究とその教育への応用。 ★留学理由：英語教員として英語圏の国で最低一年間は暮らすべき。 

大学生活 
★レディング大学。 ★元は、オックスフォード大学により設立。 ★学費：年間 8500ポンド。 ★大学院応

用言語学科：歴史がある。 ★修士課程（1年で修了）l30 名＝男性 3 名＋女性 27 名。 ★日本人 1人。 ★

年齢層は、23歳から 50歳くらい（？）まで。 ★日本に比べると、かなりキツイ。 ★評価はかなり厳しい。 

★基本的に学生と教員は独立。 ★教員はあまり修士の学生には関心がない。 ★無事に卒業が確定しました。 

ロータリー活動 

★受け入れ地区：第 1090地区。 ★オックスフォード８人（アメリカ人、台湾人）、レディング２人（パキス

タン人、日本人）。 ★受け入れクラブ：レディング・アビー クラブ。 ★例会やその他のイベントにおいて

の卓話 l発表：７、８回、発表時間：20分、内容：和歌山、研究分野について、例：日本の英語教育、日本人

英語の特徴。 ★ロータリアンからの質問：これは恐い！！何しろ英語ですので。しかし、質問がない発表よ

りもよい、質問が来るように、ある程度あいまいに発表する。 

ロータリー活動を通して 

★人に対していかに寛容であるべきかを学んだ。 ★初対面の見ず知らずの者に対して本当に親切で、感銘を

受けた。 ★イギリス人と接する機会が、他の留学生に比べ圧倒的に多かった。 ★なかなか経験することの

出来ない、中・上流階級の文化に触れる。★もっと多くの人にこの奨学金システムについて知ってもらいたい。 


