
 
 
 
 
 
 
 

第 1377 回例会 16 年 11 月 8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．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 

 

昨日 11月 7日が二十四
節気で言うところの『立

冬』に当たります。 

最近は温暖化が進み、

“冬来る”と言え、11 月
の初めは、まだまだ秋。

しかし日中の陽射しは幾

分弱まり、日暮れが早く

なって朝夕には空気の冷

たさを感じ始めるこの頃です。 

地区からの伝達、「台風２３号及び新潟中越地震の

義捐金について」では会員１人当たり１，０００円、

地区合計３００万円を「非常時積立金」より支出した

旨の連絡があいましたので報告致します。 

  さて来る日曜日は２６４０地区２組のＩＭを我が
クラブのホストで行います。皆様のご協力を戴き成功

させたいと思います。又本日最終打合せ行い、１２日

にリハーサルを予定していますので宜しくお願い致

します。本日は予定が多いので短く致しました。 

 

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 

那智勝浦ＲＣ 11月 18日（木）→11月 14日（日） 
      9:00～ 那智勝浦町立下里中学校 

（くろしお少年剣道大会のため） 

○休会のお知らせ 
 和歌山東ＲＣ  11月 25日（水） 
 
６．委員会報告 

○社会奉仕委員会  上野山委員長 
チャリティーバザーの件 
１１月１８日 実行は１１月２７日 
物品より現金の方がいいので協力お願い致します。 

 
○楠部氏 
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。幹事及び幹事補

佐の方お手伝いお願いします。 
 
７．閉会点鐘 

 

８．次回例会 
第１３７８回例会 
・平成１６年１１月２２日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 
平尾寧章君  ２週間欠席しました。昨日モミジ見に

行って来ました。 
塚本義信君  中尾亨平さん、ＳＡＡ代役ご苦労様で

す。 
中尾亨平君  久しぶりのＳＡＡです。 
上中嗣郎君  西峰さんにお世話になりました。 
青木美典君  前回、週報欠席してすみませんでした。

交代ありがとうございました。 
深谷政男君  ６日のマリーナ釣り大会で、カンパチ、

ハマチ等をゲット、三位でした。 
 協力者、木地さん、谷口さんです。 
谷脇良樹君  初孫が誕生しました。 
山本敬作君  先日、木地様に大変お世話になりまし

た。 
 
 
 
開催期日 ２００５年４月１５日(金)・１６日(土)・１７日(日)
開催場所 新宮市 速玉大社、新宮市民会館、熊野古道 
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RI会長 
グレン E エステスシニア 
 
親愛なる同僚ロータリア

ンの皆さん 
 私たちがロータリーの奉仕活動

の 100年間を振り返るとき、私た
ちの組織を決定づけてきた大きな

節目や分岐点を称賛することができます。ロータリー

にとって最も意義ある発展の一つが国際ロータリー

(RI)のロータリー財団の創設です。そのプログラムと
プロジェクトによって世界中の何百万という人々に

尊厳と希望を与えてきました。 
 
26ドル 50セントから始まった 
 ロータリー財団は、元 RI会長のアーチ クランフ
という一人の男の夢から始まりました。1917 年に彼
は「世昇中でいいことを行う」ための奇付による基金

を提案しました。しかしながら、彼の熱心さにもかか

わらずこのアイデアはすぐには実行に移されません

でした。最初の寄付は、アメリカ ミズーリ州カンザ

スシティーRCからの総額 26ドル 50セントというさ
さやかなものでした。1947 年、ロータリーの創始者
ポール ハリスが亡くなった年から、彼の偉業を記念

してロータリアンたちは多額の寄付をするようにな

りました。それ以来、ロータリー財団は 166 か国で
のプロジェクトに米貨 14億ドル以上を給付していま
す。 私は多くの時間とお金を快く使っていただいた

ロータリアンの皆さんに感謝したいと思います。皆さ

ん方の支援がなければ、私たちはこれほど多くの人々

の生活の質の向上を図ってきたこれらのプログラム

に資金を充てることができなかったでしょう。財団を

通してロータリアンたちは飢餓、貧困、疾病、それに

非識字など、世界理解と平和にとって重大な妨げとな

る、人々の暮らしの根本的な苦難に打ち勝つ手助けを

しているのです。11 月はロータリー財団月間、自分
がどのようにして意義のある貢献ができるかを考え

るときです。財団はロータリアンたちに、他人を助け

たいという夢を実現させる効果的な手段を提供して

います。経済的な援助であれ、労カ奉仕であれ、誰も

が財団のプログラムに参加できます。 2001 年に規
定審議会は年次プログラム基金として、すベてのロー

タリアンが毎年 100 ドルかそれ以上の寄付をすると
いう目標を定めました。2004-05の 100周年年度内に
は「毎年あなたも 100 ドルを」によって総額 1 億ド
ルの寄付がされることを望んでいます。 
 
ポリオの撲滅は偉大な業績 
 多分、ロータリーの第 1世紀の最も偉大な業績はポ

リオ プラスでしょう。8月に、私はインドのデリー
で開催された RIのポリオ サミットに出席しました。
そこには 1,300人を超えるロータリアンをはじめ、保
健担当官、大統領を含む政府のリーダーたちが、バン

グラデシュ、インド、ネバール、パキスタンにおける

ポリオ撲滅の最後の詰めを調整するために集いまし

た。 
 流行性疾患の専門家たちは、インドは 2004年の終
わりまでにポリオウイルスの伝染を止めるめどがつ

いたと報告しています。ポリオが永久に撲滅されるの

はただ時間の問題です。肋団と私たちの地球規模の保

健問題バートナーたちに感謝します。ポリオ プラス

は世界中の子どもたちへの、私たちからの永遠の遺産

となることでしょう。 
 
ロータリー財団は歴史をつくリ続ける 
 数多くの切迫した二一ズと、経済的な課題がありま

したが、ロータリー財団は以前よりタイムリーで適切

なものになっています。かつて、アーチ クランフ元

RI会長が述べた通り、「私たちは、財団が今日、明日
の何かのためではなく、来るべき歳月や世代のために

存在していると考えるべきです。ロータリーは世紀の

けん引役なのです」 
 確かにこの言葉は、ロータリー第 1世紀の祝福を待
ち望む私たちにとってまさに予言ともいえます。ポリ

オ最後のいくつかの症例を撲滅しているように、私た

ちは文字通り歴史をつくり続けています。ロータリー

財団は何百万もの暮らしにかかわり続け、無用な苦難

を軽減し続けるでしょう。ロータリー100周年の年度
内に財団への個人寄付で私たちもロータリーを祝お

うではありませんか。アーチ クランフ元 RI会長の
ように、あなたの夢もロータリーの歴史が進むべき道

を変えることになるかもしれません。 
 
ＲＩ会長が水資源に関するシンポジウ

ムに出席 
 グレン・エステス国際ロータリー（ＲＩ）会長は

10月 11～12日、フランス・パリで開催された水資源
に関するシンポジウムに参加しました。シンポジウム

では、エステス会長が 200人以上の出席者を前に「ロ
ータリーは世界的な水資源の危機を深刻に受け止め

ています。それゆえ、地球上に住む数十億人にかかわ

りのある水資源保全は、ＲＩ会長の強調事項の一つに

挙げています」と発言。さらに、12 億人が安全な飲
料水の確保が困難な状況にあり、ほとんどは子どもで

すが、毎日 6,000人が水が原因の病気で亡くなってい
ると、国連の統計を引用して水資源保全の大切さを説

明しました。さらに、エステスＲＩ会長は、ユネスコ

（国連教育科学文化機関）の松浦晃一郎事務局長と面

会。昼食会において、識字率や計算能力の向上を含め、

貧困がかかわるさまざまな問題について意見を交わ

し、今後の協力を約束しました。 
 

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


