
 
 
 
 
 
 
 

第 1384 回例会 17 年 1月 17 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   高野山ＲＣ  亀岡弘昭様 
４．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 53 名 出席免除会員 1名 

  出席率 79.10％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

１月８日の３０周年記念例

会・式典・祝宴には皆様方に大

変なご協力を頂き無事成功裏

に終了することが出来ました。

お礼申し上げます。また、上南

実行委員長、岡田、宮田副委員

長には大変ご苦労さまでした。

田村親睦委員長にも大変ご苦

労をおかけ致しました。有難う

ございました。１０年前の今日、阪神大震災が起こり

６，４３３人が犠牲になられました。その追悼のため

の行事が行われ天皇皇后両陛下も神戸にお越しのよ

うです。東南海地震が近い将来起こると言われている

この地域すむ我々もそれに対する心構えと準備を怠

っては成らないと思います。さて、その１５０倍以上

のエネルギーがあったと言われ、１８万人以上の犠牲

者と大きな被害があったインド洋大津波に関する義

捐金等の支援について、ガバナー事務所より連絡があ

りました。予備金からとりあえず５００万円程度拠出

しておき、皆様方のご協力を得てその取り崩し金を補

充したいとの意向が寄せられております。意見があれ

ば中島ガバナー宛お願いしますとのことです。私は、

早急に対処するには大変良いやり方と思いますガ皆

様方のご意見を頂ければと思います。 
 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 

岩出ＲＣ  2月 3日（木）→2月 5日（土） 
14:00～15:00 

県立那賀高等学校講堂 
きさらぎコンサート 

７．委員会報告 
○岩井幹事 例会終了後、理事会を開催します。 
○寺下君  中国語会話講習会を開催します。 
 

８．会員卓話 プログラム委員長  林 孝次郎 

・１月２４日は、ヨットで太平洋   

を一周された海南市の木下さんの

卓話を予定しています。 

・１月３１日は、前窪直前ガバナ

ーの卓話を予定してます。 

・２月７日は、平尾ガバナーエレ

クト国際協議会（アメリカ・アナ

ハイム）出席の壮行会を開きます。 

地区関係の主なスケジュール 

・地区チーム（委員長・委員）研修セミナー 

３月１２日(土) ホテル「グランヴィア和歌山」 

・会長エレクト研修セミナー 

 ３月２１日(月) 県民交流プラザ「ビッグ愛」 

・2005-06 年度 地区協議会 

（会長、幹事、クラブ奉仕、職業奉仕、国際奉仕、

財団、米山 ８部門） 

５月８日（日） 全日空ゲートタワーホテル 

・国際大会  

  ６月１８日から２２日 アメリカ・シカゴ 

・地区大会 

１０月２２日(土) 和歌山マリーナシティ 

２３日(日) 海南市民総合体育館 

 

９．閉会点鐘 
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＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

１月お祝い 
○会員誕生日 

１日 倉橋利幸君   １９日 広 進之君 
１日 中尾享平君   ２７日 岡田雅晶君 

 １１日 平尾寧章君   ２８日 橋爪哲生君 
１３日 金川龍一君   ２９日 青木美典君 
○奥様誕生日 

 １日 上芝えり子様  ２０日 谷口裕子様 

２日 中尾みち子様  ２３日 早川久子様 

４日 西峰史子様   ２６日 新垣民子様 

８日 吉野良子様   ２９日 塩崎和櫻様 

○結婚記念日 

 １０日 阪口洋一君   ２８日 宮田敬之佑君 

 

○一般ニコニコ 
辻  秀樹君  年末、腰の手術後、今では元気です。 

         ７ｋｇ痩せました。田岡先生も元気

です。当院へ入院しています。 
上南 雅延君  ３０周年御協力ありがとう。 
田村 能孝君  ８○会よろしく。 
上中 嗣郎君  ３０周年御協力ありがとう。 
林 孝次郎君  卓話いたします。 
平尾 寧章君  あけましておめでとうございます。 
西川 富雄君  ニコニコ入れます。 
新垣  勝君  新宮までありがとう。 
楠部 賢計君  卓話、風邪の為。 
岩井 克次君  ３０周年記念例会無事終わりまし

た。 
        みなさんご苦労様でした。 
塚本 義信君  地区大会の記録のＣＤを頂きまし

た。 
亀岡 弘昭様  今年も宜しくお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
アフリカの保健相、 

2005年ポリオ作戦発表 
 
国際ロータリー 世界ポリオ撲滅連合、ユニセフ、

アメリカ疾病管理予防センター、WHOの、合同新聞
発表に依ると、アフリカのポリオ保菌諸国の保健相が

2005年ポリオ撲滅戦略を立てました。1月 13日にジ
ュネーヴのWHO本部で開催された会議で、保健相は
作戦の根幹として、大規模な予防作戦の実施とポリオ

監視の強化に同意し、”我々、アフリカのポリオ汚染
８ヶ国の保健相は世界ポリオパートナーズと一緒に

2005 年末迄にポリオ蔓延の終結を目標として、ポリ
オ撲滅活動を拡大する事を約束しました”と会議終了
時に発表しました。新聞発表によると、保健相は全国

統一防疫日（NIDｓ）を少なくとも５回実施し、ポリ
オワクチンを全ての子供に与える為に政府の各階層

の人達を動員する事を約束しました。この会議には、

2003 年にナイジェリアがポリオ発生源になり、其処
からウイルスが侵入した、エジプト、ニジェール、ナ

イジェリア、ブルキナファッソ、中央アフリカ共和国、

チャド、コートジヴォアール、スーダンが参加しまし

た。昨年アフリカでポリオ発生件数の増加が報告され

ましたが、会議では、多くの国で、ポリオ蔓延速度が

鈍化したと結論しました。2004 年にポリオ発生件数
が倍増して 1,037件になった原因は、北部ナイジェリ
ア地方のポリオ ワクチン投与中止でした。更にコー

ト ジヴォアールとスーダンの内戦が防疫活動を妨

げ、ポリオ増加の原因になりました。スーダンでは、

過去９ヶ月間にポリオが零から 112件になり、このス
ーダンの状況は、現在ポリオの無いアフリカ大陸の北

東部、コンゴ民主共和国とペルシャ湾岸地域を脅かし

ております。然し、新聞発表によれば、この脅威に対

抗して、スーダンでは今週、戦闘で荒廃したスーダン

のダルフール（Darfur）地方で緊急防疫処置が実施
されております。2004 年にはナイジェリアを含むア
フリカの 23ヶ国が 8,000万の子供を対象にNIDｓを
2 回実施しました。2005 年の計画は、成功した昨年
の防疫計画に基づき実施され、アフリカ大陸の共通問

題に関心を持つ「アフリカ同盟」が本年のポリオ撲滅

をリードして、1月 29‐30日にナイジェリアのアビ
ュジァで開催される「アフリカ同盟サミット」でポリ

オ防疫と監視の強化を発表する予定です。 
 
英国とアイルランドのクラブ、津波被

害支援に 500万ポンド 
 
英国とアイルランドのロータリークラブが南アジ

アで先月起きた津波の被害者に強力な支援を続けて

おります。1月 8日の集計によれば、グレート・ブリ
テン及びアイルランド国際ロータリー（RIBI）から
の総額は 500 万ポンド（米貨 930 万弗）に達しまし
た。”一般の反応が大きく、数百万ポンドの寄付があ
り、一般の方々とロータリアン及び其の家族や友人か

ら寄せられた厚意に深く感謝します”と RIBI のゴー
ドン マキナリー（Gordon McInally）会長が述べ、”
更に、重要な事は、実際に罹災地へ清水器やシェルタ

ー支援が既に実施されいる事です。然し現地側の要望

が大きく、ロータリークラブは目前の問題に加えて、

中、長期の要望に応える案を計画中です”と語りまし
た。RIBIの新聞発表によると、災害発生直後に、RIBI
のロータリアンは 100 万ポンド（米貨 190 万弗）を
越す額を集め、これにより、今迄に２万人の罹災者が

恩恵を受けました。RIBI のクラブと地区は被災地の
クラブと協力して長期プロジェクトへの協力を計画

しております。RIBI 内のクラブの活動の情報は
www.ribi.org に掲載されており、災害への対応と支
援情報は RIのウエブサイトを御覧下さい。 
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