
 
 
 
 
 
 
 

第 1376 回例会 16 年 11 月 1日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    18:30～ 

 

１．開会点鐘     会長 上中嗣郎 

２．ロータリーソング 「奉仕の理想」 
３．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 83.82％ 

 

４．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

本日から新しいお札が出

回るようです、福沢諭吉・

樋口一葉・野口英也の肖像

が印刷された新しい技術を

使った偽造しにくい紙幣と

言うことです。 

今月はロータリー財団の月

間です。 

ロータリーのサイトからロ

ータリー財団について記さ

れたものを抜粋しお話します。 

ロータリー財団の正式名称は、国際ロータリーの

ロータリー財団です。国際ロータリーとロータリー

財団に違いがあるでしょうか。ロータリーの奉仕の

理想を信奉する点では国際ロータリーもロータリ

ー財団も一体のものです。 

 『奉仕の理想は人々をつなぐ真の絆です。奉仕と
は、単によいことをするだけでなく、人々の役に立

つことです。世界では人々が異なる言語を話し、異

なる食事をし、異なる衣服を着て、異なる宗教を信

奉しています。こうした人々を結び付けるには、強

力な絆が必要です。ロータリーでは、その絆が超我

の奉仕と言う理想なのです』 

次にロータリー財団の多様なプログラムを支えてい

る寄付について見てみましょう。 

寄付は大きく分けて次の 3種類です。 

1. 年次寄付 

2. 恒久基金寄付 

3. 使途指定寄付 

ロータリー財団は、惜しみなく寄付してくれる人々に

対して、いろいろな形で感謝の意を表明しています。ロ

ータリーの創始者に敬意を表して、ポール・ハリス・フェ

ローとして認証しています。これは、自ら、または第3者

の名義で米貨 1,000 ドル以上を寄付した人をポール・

ハリス・フェローとして認証します。記念となる証書、メ

ダル、ピンを贈呈します。必ずしも一括 1,000 ドルを寄

付するには及びません。 

 毎年あなたも 100 ドルを 
2001年と2004年規定審議会の決定で2005年の100

周年までに毎年１人当たり 100 ドルの寄付を達成

することが決議されています。日本の 2002－03 年

度 1人当たりの寄付は 84 ドル 58 セントですから、

これを世界で達成できれば大変喜ばしいことです

が、真意は、多額の寄付をする人もいて、少ない人

もいて、平均 100 ドルではなく、ひとりひとりに何

らかの財団寄付をお願いすることです。この 100

ドル達成の手段が財団の友です。ポール･ハリス準

フェローですと、1,000 ドルになると目標達成で終

わりですが、財団の友には終わりはありません。毎

年 100 ドルずつ寄付していただくものです。 

詳しくは中尾享平国際奉仕委員長・吉田昌生ロータ

リー財団委員長にお聞きの上格段のご協力をお願い

申し上げます。 

 

５．幹事報告 

メーキャップ 

和歌山アゼリアＲＣ 
 平尾寧章君、楠部賢計君 10/30 

堺おおいずみＲＣ  平尾寧章君 10/30 
 

○例会臨時変更 

和歌山ＲＣ 11月 9日（火）→11月 9日（火） 
        12:30～ 和歌山県立博物館 

世界遺産登録記念≪空海と高野山≫見学会 
○休会のお知らせ 
 粉河ＲＣ  11月 4日（水） 
 橋本紀ノ川ＲＣ 11月 23日（火・祝） 
 
６．委員会報告 

○ロータリー財団委員会   
ロータリー財団月間ですので寄付の方よろしくお

願いします。 
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○ＩＭ実行委員会   
次回例会終了後委員長会議開催します。 
リハーサルは１１月１２日に行いますので、委員長

さん出席よろしくお願いします。 
○ガバナーエレクト委員会 
１０月２９日ガバナーエレクト事務所発足しまし

た。会長エレクト勉強会が１１月２３日（火・祝）ロ

イヤルパインズホテルで開催されます。幹事補佐の方

お手伝いお願いします。 
その詳細については次回例会終了後説明しますので

よろしくお願いします。 
 
７．閉会点鐘 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
１１月お祝い 

○会員誕生日 

 １日 早川 満君   １４日 奥村匡敏君 
１日 谷口誠也君   １５日 平野泰宏君 

３日 山野 明君   ２０日 小嵐俊和君 
４日 前田洋三君   ２５日 花畑重靖君 
５日 西峰義文君   ２７日 深谷政男君 
９日 吉田昌生君   ２９日 岩井克次君 
１１日 大川幹二君 

○奥様誕生日 

 １日 山名道代様   ２６日 木地チズヨ様 

２１日 林 美紀様 

○結婚記念日 

１日 寺下 卓君  １２日 小嵐俊和君 

２日 広 進之君  １２日 奥村匡敏君 

２日 西峰義文君  １６日 楠部賢計君 

３日 田村健治君  ２１日 花田宗弘君 

５日 宮田貞三君  ２２日 中村雅行君 

６日 塚本義信君  ２３日 西川富雄君 

８日 岩井克次君  ２７日 林孝次郎君 

１１日 田村能孝君   

○一般ニコニコ 
宇恵弘純君  先程、塚本副会長さんの方から、本来

委員長の私がすべきＩＭのＰＲを盛

大にしていただき大変感謝していま

す。ＩＭ副委員長の小椋君と幹事の寺

下君が、「ＩＭのことは２人にまかせ

て」と言ってくれたのでありがたいで

す。 
小椋孝一君  ３クラブ合同コンペ欠席しました。成

績悪かったようなので、今度はぜひ出

席します。 
新垣 勝君  ガバナーエレクト事務所開設、ＫＦ会

を欠席して日光の紅葉を見に行って

来ました。 
楠部賢計君  中国でお金とカードを盗まれ、大金失

くしました。 
宮田敬之佑君 台風の修理、１人で一生懸命なおして、

３９万保険でもらいました。 

上中嗣郎君  ゴルフで負けました。 
角谷勝司君  ＩＭ欠席させていただきます。すみま

せん。１月１３、１４日福祉会館で家

庭用品まつり開催します。お越し下さ

い。 
塩崎博司君  タイのお嫁さんを迎え、久々に神社で

結婚式をさせていただきました。 
桑添 剛君  ５０肩ですがゴルフ少し勝ちました。

たくさん勝った人に電話してニコニ

コ入れてもらいます。 
岡田雅晶君  ＫＦ会お世話になりました。楽しかっ

たです。 
塚本義信君   〃 
谷脇良樹君   〃 
山畑弥生君   〃 
寺下 卓君   〃 
上野山雅也君  〃 
中西秀文君  昨日ＰＴＡのソフトボール大会で優

勝しました。 
 新品会楽しかったです。 
横出 廣君  中西さん新品会ご苦労様でした。 
山名正一君  山畑さん今日はありがとうございま

した。 
上中嗣郎君  運輸業界の表彰を受けました。 
中村雅行君  社会保険と厚生年金事業発展に尽力

したとの事で社会保険庁長官表彰受

賞致しました。 
 
 
 
 
 
 
ＲＩとＵＮＩＣＥＦが強固な 

パートナーシップを確認 
グレン・エステス国際ロータリー（ＲＩ）会長とキ

ャロル・ベラミーＵＮＩＣＥＦ（国際児童基金）事務

局長は、11 月 1 日、ＲＩ本部で、ＲＩとＵＮＩＣＥ
Ｆとのパートナーシップが、ポリオを撲滅寸前に追い

込み、各国政府や民間セクターとの協力を促進し、世

界の子どもたちのために顕著な貢献をしてきたこと

を確認し合いました。ロータリーの活動により、ポリ

オ撲滅の闘いは、2,000万人を超えるボランティアを
動員するまでに大きな発展を遂げ、世界中のロータリ

アンは、これまでポリオ撲滅に対して米貨 5億ドル以
上を寄付しました。この貢献に対し、ベラミー事務局

長は、15 年を超えるロータリーのポリオ撲滅キャン
ペーンが、子どもたちへの献身という点で、新しい世

界的な模範を示したと述べました。また、エステス会

長は、ＵＮＩＣＥＦのような国連機関との強固なパー

トナーシップのおかげで、ポリオ撲滅を可能にし、ひ

いては、将来の大きな保健問題を解決するために、政

府と民間セクターとの協働の道を開いたと述べまし

た。 
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