
 
 
 
 
 
 
 

第1374回例会16年10月18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 「我等の生業」 
３．ビジター紹介   海南ＲＣ 重根 豊 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 51 名 出席免除会員 1名 

  出席率 75％ 前回修正出席率 82.35％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

先週前半まで夏でしたが、

急に本格的な秋が来たよう

です。人間年齢を重ねると

気温の変化に対する順応性

が低下するとの事です、皆

さん体調維持にご留意頂き

風邪など引かないようご注

意ください。 
前回もお願い致しました

が今月米山月間です今日か

らご寄付を受け付けておりますので宜しくお願い致

します。今月は職業奉仕月間でもあります、ガバナー

マンスリーレターより前田孝道パストガバナーの「月

間に寄せて」の一文のうち数行をご紹介致します。 
ロータリーにおける職業奉仕とは「あらゆる職業奉仕

において最も高度な道徳的水準を守り推進すること」

とあります。私達は職業奉仕によってすべての職業が

栄え、より成績を上げ、顧客も喜び従業員も仕事に生

き甲斐をかんじ「すべての人が喜ぶ職業経営」其れが

ロータリーにおける職業奉仕です。かくしてロータリ

アンは自己の受け取る報酬の中から喜んでロータリ

ー財団、米山等に寄附し、それがめぐりめぐって世界

平和のために役立つ資金として利用されてきた事実

を認識し、これからもそのような職業奉仕に努めなけ

ればなりません。詳しくは深谷政男職業奉仕委員長又

は諸先輩方にお聞き下さい。 
 
６．幹事報告 

メーキャップ 

海南ＲＣ   平尾寧章君、楠部賢計君 10/6 
海南西ＲＣ  平尾寧章君、楠部賢計君 10/7 

○例会臨時変更のお知らせ 

海南ＲＣ       10月 20日(水)→10月 20日(水) 
              12:30～ ジョイパック 

（海南市七山）耺場例会 
 有田 2000RC   10月 20日(水)→10月 24日(日) 

    14:00～ トークランドボウル 
（親睦ボウリング例会） 

 田辺東ＲＣ     10月 27日(水)→10月 27日(水) 
       12:30～ ガーデンホテル ハナヨ 

13:00～ 紀伊民報 耺場訪問 
 和歌山西ＲＣ     11月 10日(水)→11月 10日(水) 
             18:00～ 風苑 

萬町ザビリア石倉２Ｆ 
  

○休会のお知らせ 
新宮ＲＣ      10月 13日（水） 
和歌山東ＲＣ    10月 14日（木） 
和歌山南ＲＣ    10月 22日（金） 
 
７．委員会報告 

○地区ＩＭ２組実行委員会 副委員長 小椋孝一 
ロータリークラブ第２６４０地区ＩＭ２組が２００

０年１１月１４日（日）午前９時、和歌山マリーナシ

ティ「和歌山館」で行います。会員皆様方全員出席を

お願いし、成功させたいと思いますのでご協力下さい。 
 
８．会員卓話 地区ＩＴ副カウンセラー 寺下 卓 
 本日のテーマは、ロータリー関係の「ホームページ

の活用」です。ロータリーのホームページは、ＲＩ公

認のＲＪＷ（ジャパン・ロータリー・ウエブ）のほか、

地区ホームページ、当クラブのページをはじめとする

各クラブのホームページや

ＪＲＩＣなど、たくさんのペ

ージが公開されています。特

に最近では、データの保管、

データベースを活用した調

べごとなど、その用途は多く、

幅広く活用されています。 
今回は当クラブページの新

しい内容や地区及びＲＪＷ

を中心に、実際のホームページをプロジェクターで皆

さんと一緒に見ながら、ご紹介させていただき、その
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活用と普及について、お願い申し上げます。 

 
９．次回例会 
第１３７５回例会 
・平成１６年１０月２５日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
１０．閉会点鐘 
 
 
＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
新垣 勝君  市報に写真が載ったそうです。 
深谷政男君  昨日、５０人余りの釣り大会の重量級

で、私の船で木地さんが３位に入賞し

ました。 
寺下 卓君  本日卓話よろしくお願いします。 
辻 秀樹君  浜名湖へウナギを食べに家族旅行し

ました。東京で勉学している長男も出

席してＨＡＰＰＹでした。 
中西秀文君  西川さん、中尾さん、横山さん、飲み

会最高です。上中さん、宇恵さん、岩

井さん、桑添さん、青木さん、寺下さ

ん、ゴルフ楽しかったです。 
倉橋利幸君  タイに行き、娘に会ってきました。 

 

 

 

 

 

 

アメリカでポリオ撲滅のドキュメンタ

リー番組を放映 
「The Last Child : The Global Race to End Polio」
と題し、ポリオ撲滅に関する新しいドキュメンタリー

番組が、現在、アメリカの約半分以上の州で放映され

ています。この番組では、何百万人ものボランティア

（ほとんどがロータリアン）が、世界 8か国で何千万
人もの子どもたちにポリオワクチンを投与する英雄

的活動と、それに至るまでの決断が描かれています。

なお、2004年 12月からは、ポルトガルとスペインで
もアメリカ系の放送局で放映が始められます。 
 

国際ロータリー日本事務局から取引銀行支店統合の

お知らせ 
取引銀行の統合に伴い、10月 18日から取引店および
口座番号が以下の通り変更になりました。 
三井住友銀行 新宿通支店（店番号 661） 
取引種別 普通預金 
口座番号 6733244 
外貨預金 0100707 
問い合わせは、国際ロータリー日本事務局 経理室 
Tel：03-3903-3183 Fax：03-3903-3781 
 

ナイジェリア大統領がアフリカ・ポリオ

撲滅キャンペーンに着手 
アフリカ 23か国で、10月 8日に同時に開始された全
国予防接種日（ＮＩＤｓ）の 6日前、オルセガン・オ
バサンジョ・ナイジェリア大統領は、ナイジェリア北

部のカノ市で、自らワクチン投与を行い、公式にこの

一大ポリオ撲滅キャンペーンに着手しました。同大統

領は、ワクチン投与が有害であるといううわさが一部

にあることを踏まえ、「家庭で、学校で、そして公共

の場で、ワクチン投与チームを歓迎しようではありま

せんか」と訴え、またアフリカ連合（ＡＵ）の現議長

という立場から、この国境を超える問題への責任と意

欲を示しました。ユニセフ（ＵＮＩＣＥＦ）では、一

部地域にあるポリオでさえも、世界の脅威であるとい

う見解を示し、また、世界保健機関（ＷＨＯ）は、こ

れまでのワクチン接種活動にもかかわらず、ポリオは

息を吹き返していると警告し、今回のキャンペーンを

高く評価しました。カノ在住のジョナサン・マジィア

ベ前ＲＩ会長は、今回のキャンペーンは子どもを対象

とした世界最大のポリオ撲滅活動であると述べ、自身

も参加しました。 
 
香港のロータリアンがゴビ砂漠レース

でポリオ・プラスに貢献 
9 月 28 日、香港のロータリアンとその家族、そして
ジャーナリストや医療チーム、写真家、ボランティア

といった支援者たち、総勢 40人以上が中国・敦煌に
赴き、翌 29日、ポリオ・プラス・パートナープログ
ラムのゴビ砂漠レースを開催、その多くが実際にレー

スに出場しました。このレースは、第 3450地区（香
港）の 100周年プロジェクトの一環として、ポリオ・
プラスへ 100 万香港ドル（およそ 1,400 万円）の集
めようとするものでした。レースの模様は、中国と香

港の主要メディアで報道され、インタビューなどを通

して、ポリオ・プラスとロータリー100周年について
広く訴えることができました。ポリオ・プラス・ゾー

ンコーディネーターのレイモンド・ウォン氏は、「こ

の機会は、ロータリー家族の友好にとっても意義ある

ものです」と述べ、砂嵐が舞う砂丘で出場者たちは悪

戦苦闘しながらも、生涯に残る思い出をつくりました。 

会報委員会 委員長 岸 友子 副委員長 中西秀文  深谷政男 倉橋利幸 青木美典 前田洋三 山田耕造 小椋孝一


