
 
 
 
 
 
 
 

第 1388 回例会 17 年 2月 14 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     

和歌山東南 RC 釜中甫干様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 48 名 出席免除会員 1名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

２月１２日和歌山市で、２

６４０地区クラブ会長会議

が行われました。平尾ガバナ

ーエレクト・楠部地区幹事・

新垣次期幹事もご一緒でし

たが、その中で気づいたこと

をお話しします。 
増強について、７１名から

４名の退会２名の入会で現

在６９名ですが目標は７３

名ですので後４名以上の増強をしなければなりませ

ん上南委員長を中心に頑張っていただいていると思

いますが尚一層のご努力をいただきますとともに、皆

様のご協力をお願いいたします。財団について・昨年

実績の１５パーセント（１２月実績）ですので吉田委

員長はじめ委員の方の奮起とともに皆様の絶大なご

協力をお願いいたします。米山について・１２月まで

の実績では昨年対比は本年１３，５６３円／昨年１６，

０９９円で８４パーセントです、谷脇委員長は大変お

忙しいようですが皆様ご協力の程お願いいたします。 
地区大会の参加の予定数は本会議で９６２名／２

７
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ナーエレクトがアナハ
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3月 11日（金）→3月 11
 

 

 
．閉会点鐘 

．次回例会 
例会 平成１７年２月２１日

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊
 
中嗣郎君  出席補助金入金です。 

まし

寺下 卓君  帰って来ました｡

大沢祥宏君  

塚本義信君  

アジアでのポリオ発生件数、約

ュネーヴで南アジアのポリ

ア

04 年には、これらの３カ

ポ

９４名＝約３４パーセントのようです、我がクラブ

は平尾ガバナー年度の大会開催を控えておりますの

でできる限り全員参加をお願いしたいと思います。 
国際大会の出席について旅行社のお話もありまし

が、我クラブは中尾国際委員長が花田さんとともに

計画を独自に練っていただいております。現在予定者

は約１０名です。 
１８日にいよいよ平尾ガバ

ムに出発されます。ご健闘をお祈りいたします。 

６．幹事報告 

○例会臨時変更

和歌山中ＲＣ 
        18:45～ 済生会 和歌
和歌山南ＲＣ 3月 11日（金）→3月 11
        19:00～ ウェルサンピ

（ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ創立 100周年記

７

 

８

第１３８９回

12:30～ 海南商工会

上

中尾享平君  フィリピン無事行って来

横出 廣君  フィリピン行きの皆様お世

ました。 
無事ＷＣＳ

たです。詳しくは後日報告し

孫にバレンタインデーの心

たチョコをもらって幸せです

ＷＣＳの皆様お疲れ様でした

 
 
 
 
 
 
 
南

減との報告 
2 月４日に、ジ

フガニスタン、印度、パキスタンの保健当

今年末迄のポリオ蔓延防止が計画通りに進

と発表しました。 

発表によれば、20

リオの発生件数が４５％減少し、今年も、

で進めば、ポリオ撲滅の難関である、人口過

のポリオ伝播が阻止出来る筈です。 

RI District 2640 Japan 
2004-2005年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
「ロータリーを祝おう」 

RI 会長 グレン E. エステス Sr. 
第 2640地区ガバナー 中島治一郎 

四つのテスト 
①真実かどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内

会長：上中嗣郎 幹事

電話(073)483-0801  FAX(073)48を深められるか 
 

 ③好意と友情
：岩井克次 SAA：横出 ②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 
No.1388
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ジュネーヴのＷＨＯ本部で、これ等 3カ国の保健相

と

オを駆逐する年です”と

Ｒ

香港のロータリアン、米貨２２万＄小切

古）

の

イ

モ

レ

ク

ん

ありません。誰かが発

案

ポール ハリス記念に資金を募る 
リーの

創

onal 

Vo

インチで、ボランテイ

２，０００＄の費用に対して約４

５

は こ の プ ロ ジ ェ ク ト の 公 式 サ イ ト

ht

ＷＨＯの幹部は、残りのポリオ感染地域での大規模

なポリオ防疫計画を含むポリオ撲滅最終計画案を作

成しました。今迄、保健関係者が等閑にしていた地域

に重点を指向します。昨年は同様の計画が功を奏し、

子供のポリオ患者数が減りました。ＷＨＯの 2月１日

の報告によると、この地方ではポリオ総件数が２００

３年の 336 件が 2004 年には１８６件に減り（印度で

132件、パキスタンで 50件、アフガニスタンで 4件）、

これは、非常に良くなったポリオ監視システムの結果

です。昨年は、上記各国でのポリオ発生が報告されて

おりません。１０億５，０００万のポリオワクチンを

２億１，０００万の子供に与えるに当り、アフガニス

タンのハミッド カルザイ大統領、印度の議会指導者 

ソニア ガンジー氏,及びパキスタンのペルヴエズ 

ムシャク大統領が、２００４年のポリオ防疫キャンペ

ーンに個人的にも努力された結果によります。”ポリ

オ菌は現在のところ、この３カ国の５１州・郡の中の

６州にしか存在しません。 

今年こそ、アジアからポリ

Ｉの国際ポリオプラス委員会のビル サージャン

ト（Ｂｉｌｌ Ｓｅｒｇｅａｎｔ）委員長が語りまし

た。政府の各階層の役人が動員され、重要な地域では、

教師,地方官吏、鉄道員や他の官吏がワクチン投与に

動員されました。この地方での２００５年の２１の追

加防疫活動では、ロータリアンを含む数百万のボラン

テイアが参加して、辺鄙な村や首都のスラム街に住む

５歳以下の全ての子供に戸別訪問形式でワクチンの

投与を行います。 

 

手をポリオプラス パートナーズへ 
先月のＩＭで、Ｄ３４５０（香港、マカオ、蒙

幹部が、ポリオプラス パートナーズ計画への米貨

２２万＄を越す寄付が集ったと発表しました。 

１月１３日に、ポリオプラス パートナーズのレ

ンド ウオング（Raymond Wong）第４ゾーン コー

デイネーターがカール ウイルヘルム ステンハマ

ー（Ｃａｒｌ Ｗｉｌｈｅｌｍ Ｓｔｅｎｈａｍｍａ

ｒ）ＲＩ 会長エレクトに、募金総額を示し、儀式用

の贈呈小切手を渡しました。”この小切手に表示され

た金額は当日の交換レートを使った米貨の額で、約１

万香港＄（米貨１２，０００＄強）が未収なので、そ

れを集めてから実際の小切手をロータリー財団へ送

ります”とうウオングＰＤＧが挨拶しました。 

ミラマ‐ ホテルでの、ステンハマーＲＩ会長エ

ト歓迎会場で、クラブと地区の幹部を含む約５００

名のロータリアンが出席し、出席者の中には、去年の

９月に、ポリオプラス パートナーズへの資金集め支

援に、中国本土のゴビ砂漠レースに参加した人達も居

りました。Ｄ３４５０ではクラブや地区が個人的にも、

時間と資金を提供して、世界からのポリオ駆逐支援を

行っているポリオプラス パートナーズ計画を支援

してきました。”１９９９年には東九龍クラブは、地

区として始めてのバングラデッシュでのＮＩＤｓ実

施の支援を行いました。私が団長として行きましたが、

金額の面で、今度は比較にならぬほど大規模です”と

ウオングＰＤＧが述べました。ＩＭではＤ３４５０の

アレックス マック（Ａｌｅｘ Ｍａｋ）ＤＧとＤ３

４００（インドネシア）のリテイエ リアテイナ（Ｒ

ｉｔｊｉｅ Ｒｉｈａｔｉｎａ）ＤＧが２００４年の

インドネシアでの津波被災者支援要請を行いました。 

ウオングＰＤＧは”近頃は、募金は容易でありませ

。新しいアイデアが必要です。ポリオプラス パー

トナーズ 醵金の成功は、一に発起人の創意工夫に依

るもので、ゴビの砂漠の星の下で、中国の中秋の御祝

いをするという詩的な機会を捕らえた事であり、砂漠

を走る事も面白かったです。 

ロータリーに、不可能な事は

して、それが面白くて、新しければ成功する機会の

可能性が有ります”と語り、現在Ｄ３４５０のロータ

リアンが今迄の募金経験に基づいて、インドネシアの

津波被災地復興支援募金を行っております。 
 

ワシントンに、ロータ

始者ポール ハリスと他の

５０名のボランテイアを称え

て、８月に新しい国家的記念メ

ダリオンが完成します。 

”The Extra Mile Nati

lunteer Pathway"と称し、ホ

ワイトハウスと米国財務省の

建物の近くにある１哩程の歩

道に沿って作られ、メダリオン

は手彫りの銅製で、直径が４２

アのイメージを表し、ボランテ

イアの功績を述べてあり、これを提唱している

Points of Light Foundation の推定によれば、年に

１７０万を越す首都訪問者達がこれを見ます。恒久性

と好立地条件でのＰＲの可能性を考慮して、ＲＩ理事

会がポール ハリス メダリオン創設プロジェクト

を認可しました。 

今迄のところ、５

，０００＄が集りました。プログラムの委員長の１

人、フランク Ｃ．コリンズＪｒ（Frank J.Collins 

Jr.）前ＲＩ副会長とジャックＢ．ブレーン（Ｊａｃ

ｋ Ｂ．Ｂｌａｎｅ）ＰＤＧが、１００周年祝賀とし

て,ユニークな方法であると説明し、ロータリアンや

クラブや地区を通じて資金集めを達成するように奨

励してをります。２５０＄か、それ以上の寄付者には

直径３インチのメダリオンのレプリカが贈呈されま

す。 

詳 細

tp://www.extramile.usを御覧下さるか、資金調達

目標に関してはジャック ブレーンＰＤＧ、

rotarianjb@aol.comにご後連絡下さい。 

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.extramile.us/
http://www.extramile.us/
mailto:rotarianjb@aol.com

