
 
 
 
 
 
 
 

第 1364 回例会 16 年 7月 12 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「我らの生業」 

３．出席報告  

会員総数 71 名 出席者数 50 名 出席免除会員 2 名 

   出席率 72．46％ 前回修正出席率 85．51％ 

 

４．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

 先週から本当の夏になっ

たようでございます。会員諸

兄姉には体調に十分ご留意

願い、来るべき酷暑を乗り切

って頂きたいと思います。 
昨日参議院選挙の投票が

行われました、結果を見ます

と２大政党化の方向に進ん

でいくように思われます。先

日８日に北朝鮮拉致被害者の蘇我ひとみさんの家族

がジャカルタで再会という事が報道がされておりま

した、色々問題を抱えているようですが家族が幸せに

生活できるようお祈りしております。 
ＲＣは今月を「識字率向上」月間としております。

日本では読み書きの出来ない人は皆無に近い状態で

すが、世界では未開発国特に中近東・アフリカ大陸を

中心に識字率が著しく低い国が多くあります。 
 非識字率の高い国を列挙しますと（単位：％） 

①エチオピア   58．5  
②バングラデシュ 57．4  
③ネパール    55．9  
④パキスタン   55．1  
⑤イエメン    51．1  
⑥モロッコ    49．2  
⑦リベリア    43．6  
⑧エジプト    43．1  

生活水準の向上には文字の読み書きが大きなウエー

トを占めます、ＲＣでは多くの地域・国に対してこの

問題の解決のため非常な努力をしており又実績も上

げております、私どもも之の改善に為に手をさしのべ

なければならないと思います、ロータリー財団委員長

は吉田昌生君にお願いしております、ご協力のほどを

お願い申し上げます。 
本日は財務関係の報告と審議になっております、本

年度は行事の多い年度でございますので宜しくご意

見を賜りたいと思います。 
 （ 出典：総務省統計局「世界の統計 2003」） 
（15 歳以上人口に対する、日常生活の簡単な内容に

ついての 読み書きができない人口の割合を示す。）  
 

５．総会 

 2003～04  収支決算報告 前幹事 宮田貞三君 

      監査報告   前 SAA 岸 友子君 

 2004～05 収支予算(案) 幹事  岩井克次君 

  ＊原案通り可決承認いたしました。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山東 RC     ７月 29 日(木)→ ７月 29 日(木) 

18:30～ 和歌山東急イン 
和歌山東南 RC  ８月４日(水)→ ８月４日(水) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 
○休会のお知らせ 

和歌山東南ＲＣ   ８月 11 日 

 

７．ガバナーエレクト報告     平尾寧章君 

 6/末～7/1‥ガバナー補佐

として有田Ｒ

Ｃ、有田 2000

ＲＣ、海南ＲＣ

を訪問し年度

前のクラブ協

議会に出席し

てきました。 

         特に有

田ＲＣは、ガバナー補佐、近隣の会

長、幹事が列席して、マスコミ３社

をよんでの「会長所信表明」を行っ

ていました。 

 7/4（日）‥･中島ガバナーと共に昼食をしながら、

今後のことについて教育を受けまし

た。その後、地区青少年交換委員会

主催で「財団奨学生の送り出し」と
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「青少年交換学生の受入と送り出

し」の会がありました。なごやかな

雰囲気で学生たちの希望に満ちた顔

つきも良かったですが、お世話して

いる青少年交換委員会の方々の情熱

とご苦労には頭が下がりました。 

 7/5（月)‥･当クラブの例会を休み、東京でガバナ

ーエレクトとしての研修と紹介があ

り、行って来ました。 

 

7/10（土)‥･第１回の諮問委員会があり、特に今

回の規定審議会の内容について説明

を受けてきました。というようにロー

タリーばかりの日々で、時々例会を休

むかもしれませんがご理解の程よろ

しくお願い致します。ホームクラブへ

の 60%出席は確保したいと考えてい

ます。それから、地区大会は 2005 年

4 月 15 日（金）、16 日（土）、17 日（日）

に新宮で行われることに決まったそ

うです。16 日がメイン会議で、17 日

は世界遺産になった熊野の観光にな

るようです。 

 

８．次回例会  

平成 16 年 7 月 26 日（月）12：30～ 

海南商工会議所 ４F 

 

９．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

上芝良造君  昨日、次男夫婦が花田さんに大変お

世話になりました。  

岩井克次君  長男の結婚が決まりました。  

 

２００４～０５ 海南東ロータリー 
 

   会長      幹事     ＳＡＡ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  上中嗣郎    岩井克次    横出 廣 

 

「一年間 よろしくお願い申し上げます。」 
 

～～ ７月のお祝い ～～ 
 

○会員誕生日 

５日 田村 健治君  １６日 田中丈士君 

１０日 宮田敬之佑君 

 

○奥様誕生日 

４日 角谷元子様   １８日 塚本多賀子様 

１３日 橋爪幸子様   ２１日 島村和子様 

１８日 小久保マユミ様 

 

○結婚記念日 

１１日 山田耕造君 

 

 

 

 

 

 

4 人の創立者をたたえる記念イベント 
ロータリーの初期の発展に大きく貢献した 4 人の

ロータリーの創立者たちをたたえるイベント

（Founder's Day Events）が、グレン・エステス国

際ロータリー会長の承認のもと、それぞれの地元のロ

ータリークラブが中心となって、以下の通り、開催さ

れます。 
7 月 19 日：米国イリノイ州クレストウッドポール・

ハリスとシルベスター・シールをたたえるイベント 
7 月 20～21 日：米国イリノイ州カーリンビルガス

ターバス・ローアをたたえるイベント 
7 月 23～24 日：米国メイン州ポートランド＆リッ

チフィールドハイラム・ショーレーをたたえるイベン

ト 
 

エチオピアで白内障患者に新しい夜明け 
ロータリアンと医療ボランティアの国際チームに

より、5 月 15～23 日にかけて実施された失明予防の

ミッションの恩恵を受けた 175 人のエチオピア 
の人々にとって、それはまさに新しい一日の始まりで

した。エチオピアでは、人口 6,500 万人のうち、実に

90 万人以上が失明しており、300 万～400 万人が視

力を失う危険にさらされています。エチオピア出 
身で、現地の医療の不備を認めている米国ランカスタ

ーサンライズロータリークラブ会員のゲタチュ・ヒル

ポ氏は、3 年前、眼科医のロータリアン、アルバート・

アレイ氏と出会ったのをきっかけに、今回のプロジェ

クトを支援しました。ヒルポ氏は、アレイ氏により設

立された非営利組織 World BlindnessOutreach の支

援を約束し、自身の所属クラブを説得。ロータリー財

団のマッチンググラントを申請、米貨 2 万 4,000 ドル

を拠出し、医療器具を購入しました。さらに、エチオ

ピアでは白内障患者の手術に加えて、医療技術とノウ

ハウの導入に着手しました。 
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