
 
 
 
 
 
 
 

第1382回例会16年12月20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 「それでこそロータリー」 
３．ビジター紹介   海南西ＲＣ  藤本謹三様 
            
４．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 48 名 出席免除会員 1名 

  出席率 71.64％ 前回修正出席率 77.61％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

本年最後の例会です。 

中国の先端技術産業への進出

と言うことでお話しします。

ＩＢＭがパソコン事業を中国

ｌｅｎｏｖｏ社に譲渡すると

言う話が伝わっております。

今まで先端技術に関してはま

だまだと思われていた中国が

コンピュ－ターの巨人と言わ

れるＩＢＭの一部事業を買収

する状況になったことは多くの人々の中国に対する

見方を大きく変えさせる出来事と思います。現在使わ

れているほとんどのＰＣはＩＢＭが作った規格ＰＣ

／ＡＴに基づいております。その大企業が中国の企業

に一部とはいえ売却する状態を見て中国の発展スピ

ードは我々の想像を遙かに超えるものだと思います。 

本日は来年初め１月８日（土）に行われる３０周年記

念例会の最終打合せを行います、宜しくお願い申し上

げます。 

皆様方へ本年中のお世話になったお礼をもうしあ

げますと共に、よいお年をお迎えになりますようお祈

り致します。 
 
６．幹事報告 

○例会臨時変更 

海南西ＲＣ  1月 13日（木）→1月 15日（土） 
18:30～ かめや 新年例会 

橋本紀ノ川ＲＣ 1月 25日（火）→1月 23日（日） 
17:30～ 心斎橋網元本店 

新年家族移動例会 

○休会のお知らせ 

 橋本紀ノ川ＲＣ  12月 28日（火） 
     １月４日（火） 
 海南西ＲＣ    １月６日（木） 

 

○２６４０地区ＩＴ委員長に寺下君を推薦 

 

○米山功労者表彰 中尾享平 田村能孝 谷

    土井元司 塚本義信 上

    山名正一 岩井克次 

 

７．会員卓話 
○３０周年記念実行委
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井元司君  屋根の補修工事終わりました

岡田雅晶君  カントリークラブ１

中尾享平君  前期ご苦労

ま

藤本謹三君  

員会 上南委員長 

 2005 年 1

パインズホテルで

記念式典を開催いた

各担当の皆さん

願いします。役割

要についてご説明

すので、詳細につい

後、ご協議ください

 

８
 
９

第 1383回例
平成１７年１月８日（土）

1６：30～ ロイヤルパイ
 

土

塚本義信君  今年１年健康で過ごせた事

て。 
和歌山

ア月例で優勝。 
会長、幹事、ＳＡ

後期も頑張って下さい。 
又、青木さんお世話になり

今日参加できてうれしいです
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－ 年度ＲＩ理事ノミニー指名

005年シカゴ国際大会で、国際ロータリー（ＲＩ）
理

どもたちのためにポリ

オ

期登録の初回締め切り近づく

シカゴで開催される 2005年国際ロータリー（ＲＩ）

 

2005 年国際ロータリー 第 96 回年次大会 

 

ロータリーのような運動が始まる時期と

時米貨貨 450 ドル）に、

情報を

会の詳細は、行事のセクション

委員会のホームページ 

ht

ステス 会長、アメリカ人道支援委

レン E. エステス Sr. RI 会長が、アメリカが

議会

際ロータリー理事会活動ハイライト 

員増強とクラブ拡大 

リビアとカタールへ拡大す

る

2
事エレクトに指名される、2006－08年度ＲＩ理事

ノミニーが 8つのゾーンから選出。日本（ゾーン 3）
からは、渡辺好政第 2690地区パストガバナー（児島
ＲＣ）が指名されました。 

8,000 万人のアフリカの子
キャンペーンを実施 11月下旬、アフリカ中部・西

部の 23 か国で、8,000 万人の子どもたちを対象に全
国予防接種日が開催されました。特にアフリカ最大の

人口を抱えるナイジェリアでは、4,000万人を対象と
してワクチン投与が実施され、伝統・宗教から派生し

たボイコットを克服して、再び 2005年末までにポリ
オを撲滅するという軌道に戻りました。キャンペーン

には、第 9110地区（ナイジェリア）から 1,000人以
上、さらにヨーロッパ、北米からも 100 人以上と、
これまでにない人数のロータリアンが参加しました。

このキャンペーンに際し、世界保健機関（ＷＨＯ）の

デイビッド・ハイマン感染症部門長も、ポリオ撲滅に

対するＲＩのリーダーシップを称賛。資金、資材、そ

して人員を兼ね備えたロータリーの重要性は世界的

に高まっています。 
 
早  

 

国際大会の早期登録について、その初回締切日である

12月 31日まで、あと数日となりました。同日までに
登録を済ませた場合は、登録料の大幅な割引を受ける

ことができます。ロータリアンと配偶者およびロータ

リアンのカップルは、当日、米貨 500ドルの登録料
が米貨 400ドル（次回 2005年 3月 31日締切時は米

 

2005 年 6 月 18 日～22 日  

米国イリノイ州、シカゴ  

100周年記念年次大会
発祥の地でロータリーを祝おう 

 

「

しては、この20世紀の初めほどよい時期はあ

り得なかったでしょうし、それを育てる都会

としては力強く、しかも積極的なこの矛盾に

満ちたシカゴほど適した町はほかになかっ

たと思います」ポール・ハリス 

              

料が米貨 250 ドル（次回締切

ロータリアン／地区の職員あるいは 19 歳以上のゲス

トは、当日、米貨 300 ドルの登録 275 ドル）に割引さ

れます。ロータリー100 周年にあたる記念すべき大会

への出席を予定している方はぜひ、この機会にご登録

ください。『友』ホームページでも登録料の 

割引や登録用紙など、シカゴ国際大会に関する

掲載しています。 

 なお、ＲＩ国際大
http://www.rotary.org

または、ホスト組織

tp://www.rotaryhost2005.orgもご覧ください。 

 

エ RI
員会委員に指名される 
 
グ

全世界で実施している人道的及び開発支援の効果を

評価する為の新しい連邦委員会委員に就任します。 

12月 10日のジョージ W. ブッシュ米国大統領の発表

によると、エステス会長は、「人々の生活向上支援

（ Helping to Enhance the Livelihood of 

People-HELP）全世界委員会」の２１名の委員の 1 人

です。この特別委員会はアメリカ議会が、発展途上国

への効果的な援助配布と其の障害物を確認すると共

に、最も必要としている人達に確実に支援が届けられ

る為の新しい方法を考え出す為に作りました。 

 HELP 委員会は、その創立 2 年以内にアメリカ

に答申を行う事になっております。同委員会の全期間

を勤めるエステス会長は、大統領に指名された 6名の

委員の中の 1 人で、2 名の NGO 代表委員の 1 人です。

委員会の活動開始日は未定です。”この重要な委員会

に民間側の代表として選ばれた事を名誉に思います。

これは国際ロータリーとロータリー財団が世界中で

援助の実施と人道的支援の分野で重要な役割を果た

している事を明確に示すものと信じます”とエステ

ス会長が述べました。 

 

国

 

会

理事会はロータリーを

ことに原則的に同意しました。そして、これら 

の国でのロータリー活動についての政府の許可を待

つことになります。サイバー・ロータリークラブ・パ

イロットプロジェクトは、ロータリー・E クラブ・パ

イロットプロジェクトと名称が変更になります。今後、

Rotary International membership coordinator 国際

ロータリー会員増強コーディネーターはregional 

Rotary International membership coordinator 地域

国際ロータリー会員増強コーディネーターと名称が

変更になります。 

 

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 

http://www.rotary.org/

