
 
 
 
 
 
 
 

第 1392 回例会 17 年 3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 「奉仕の理想」 
３．国歌斉唱     「君が代」 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 50 名 出席免除会員 1名 

  出席率 73.53％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

この時期三寒四温とい

いますが、寒暖の差が余り

にも大きく花粉症と共に

体調維持に苦労いたして

おりますが、会員諸兄姉に

はいかがでしょうか。 
本日は、献血例会となっ

て

を迎えつつあります。輸血

６．幹事報告 

 

 4月 1日（金）→4月 3

海南ＲＣ    4月 13日（水）→4

○休会のお知らせ 
 3月 23日（水） 

．委員会報告  
地区副代表幹事） 

しま

．会員卓話 
年度地区代表幹事） 

ありま

開かれますペッツには、皆様

は

おります、日本赤十字社

のホームページの情報よ

り献血に関することにつ

いてお話しします。一昔前と比べて輸血が格段に安全

になったとはいえ、現在の科学的、技術的なレベルで

は一定のリスクを伴います。それでも年間に輸血を必

要とする人は百二十万人にものぼります。日本赤十字

社は、安全な輸血に向けてさらに努力を続けますが、

より安全な血液を確保するために、献血される方々の

よりいっそうのご理解とご協力をお願いします。 
 今日本は少子高齢化社会

を必要とする世代（高齢層）が増加する一方で、献血

する世代（若年層）が減少する状況を考えると、輸血

用血液の不足が深刻化する事態になりかねません。将

来にわたって輸血用血液を安定して確保するために、

若年層の方々に献血についてより深い理解と、積極的

な参加をお願いいたします。冬は特に、血液が不足す

る季節です。冬場から春先にかけては、風邪などで体

調を崩す方が多いことや、学校や企業、団体などの協

力が得られにくく献血者が減少する季節です。輸血用

血液の安定的確保のために、3月～4月の献血に一人
でも多くの方のご協力をお願いいたします。成分献血

は、献血者の身体に負担の少ない献血方法です。また、

輸血後の副作用の発生をより少なくすることができ、

輸血を受ける患者さんにとって、より安全な

供することができます。また、400mL 献血
さんが輸血を受ける場合、輸血による感染症

作用の発生を少なくすることができる献血方

輸血の安全性を高めるため成分献血、400m
のご協力をお願いしています。上野山社会奉

はじめ委員の皆様ご苦労様です。 
 

○例会臨時変更

和歌山中ＲＣ 

神戸市須磨 須磨観光ハウス

観桜

月 1
地区大会参加に

 田辺東ＲＣ   

 粉河ＲＣ     3月 30日（水） 
 海南ＲＣ     3月 30日（水） 
 
７

花田宗弘君（次年度

 ガバナーエレクト事務所より報告致

17年 3月 12日（土）地区、チーム研修セミ
催されます。よろしくお願いします。 
 
８

楠部賢計君（次

 土曜日に地区チーム研修セミナーが

容は、各地区の委員会の委員長とそれに属す

勉強会です。平尾年度の研修リーダーである

トガバナーが、当日の研修リーダーで平尾年

さんに出席して頂き、各担当部門で勉強して

た。 私は、地区に関わったことがなかったの

代表幹事になりましたので、一生懸命勉強さ

っています。 
３月２１日に

どういうものかの一端を知ってもらう意味

るだけ参加して頂きたいと思います。ペッツ

長エレクト研修セミナーの事で、３月２１日

では平尾年度の各クラブの会長さん（現在会

ト）に勉強してもらって、平尾年度を各クラ
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上げてもらう為の責任者の勉強会です。研修リーダー

は、成川パストガバナーで、出席して頂きますとロー

タリーがそれなりに分かると思いますし、特に地区の

動きがみえるのではないかと思います。我々も地区に

関心をもって、地区へ参加してもらう事が大事だと思

います。最後に地区大会に向けて皆様の御協力よろし

くお願いします。 
 
９．閉会点鐘 

．次回例会 
会 平成１７年３月２８日（月） 

＊＊＊ ＊＊＊ 
 
中嗣郎君  今日献血例会、御協力ありがとうござ

岩井克次君  どうもありがとうござい

楠部賢計君  がとうございました。３月

林 孝次郎君 区の委員長会議で司会をや

西川富雄君  、小椋さんにお

吉田昌生君  に後姿で出まし

横出 廣君  。 

 
援 

アメリカ、カリフォルニア州のアナハイムで国際協

議

6

• D4410（ブラジル）人道主義への解決と行動

• 、特

• ア)「超我の奉仕」の優れ

• 。オ

• 

ランテイア活動を行う事を奨めます。  

 

10
第 1393回例

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
ニコニコ・ＢＯＸ 

上

います。 
昨日ＯＧ会

ました。 
土曜日あり

２１日幹事の皆様よろしくお願いし

ます。 
一昨日地

らせて頂きました。 
先週日曜宮田貞三さん

世話になりました。 
ＮＨＫのど自慢大会

た。ロータリー財団への寄付よろしく

お願いします。 
先週欠席しました

 
 
 
 
 
 
ロータリーの指導者、百周年記念に

食料配布作業支

 

会に参加しているロータリーの指導者達は、餓えに

苦しむ人達に、食物を与える支援活動に参加する事を、

ロータリーの１００周年の記念にしました。アナハイ

ムに集った５２５名のガバナーエレクトと、研修リー

ダーや、他のロータリーの指導者達は、２月２３日に

会議場に近い、カリフォルニア州、オレンジ郡のセカ

ンド ハーヴェスト食料銀行で 58,000ポンドを越す
缶詰食品の再包装を行いました。更に、昼食をスープ

とパンの簡単なものにして、26,000ドルを越す節約
をし、カール ウイル ヘルム ステンハマーＲＩ会

長エレクトが ,731.０８ドルの小切手を「アメリカ 
セカンド ハーヴェスト」のロバート フォーニー会

長に手渡しました。オレンジ郡の、この食料銀行はア

メリカの第 2収穫と謂う、シカゴに本部の在るＮＰＯ
の一部分です。ステンハマー会長エレクトは”ロータ
リーの 100年の誕生日に、餓えている人達を助ける
機会を与えて下さった事に感謝します。我々にとり、

素晴らしい誕生日の贈物で、今日の昼食を節約した金

は、この地域の恵まれない人達に、多くのスープやパ

ンを与えるのに使用されます”と述べました。答礼の
挨拶でフォーニー会長は”アメリカでは,毎日700万を
越す人がスープと食事の提供を受けており、皆様に感

謝致します。今日の小切手で 20,000を越す人達を助
けられます。飢餓は深刻な問題ですが、それには解決

の方法が在る事です。貴方達がポリオ撲滅に立派な効

果をあげていると同時に、飢餓を止めるのを助ける事

が出来ます”と述べました。多くのＤＧエレクトは、
ロータリー第 2世紀の第１日目にボランテイア活動
を行った事に感動し、各々がセコンドハーヴェストの

倉庫から、空箱を記念として自分の国へ持ち帰る事に

しました。オレンジ郡フッド バンクのジョー ショ

ーニング理事は”全世界からのロータリアンの御世話
をするのは嬉しい事です。「超我の奉仕」というテー

マが、参加している方々から１日中溢れているのを感

じました。ロータリアンに対して、我が郡の飢餓軽減

の為に、時間と金を提供して頂いた事に感謝します。

飢餓は世界中の問題で、ロータリアンが、一歩前に踏

み出して、指導力と例を示す事で何かをやれば、自分

の地域社会と世界中の飢餓問題を恒久的に変える事

が出来ると思います”と語りました。下記は、参加し
たＤＧＥがロータリーの１００周年に当っての、簡単

なプロジェクトへのボランテイア活動の意味に対す

る見解です。D４１８０（メキシコ）第２世紀の第１
日目にボランテイアとして働くのは、特別な意味があ

り、特に世界からの飢餓追放に向かっての作業に意義

があります。  

です。人道主義はロータリアンの責任で、我々

は世界に奉仕しなければなりません。  
D2750（日本）市川伊三夫 DGE。第１日
にロータリーの誕生日に参加出来た事に感動

しております。  
D965(オーストラリ
た例で、色々な人達を助ける為の素晴らしい

集りです。ロータリーの目標の一つ、面白く

て、友情を深めるのに良い事です。  
D1570（オランダ）良い事だと思います
ランダにはこのような倉庫は無く、国家が貧

困対策を行っております。私の地区ではクラ

ブがこのような問題を認識して、カメルーン

の飢餓克服の為に６年間に渉り、潅漑用に４

８０本の井戸を掘り、支援しております。  
D3130（印度）これは素晴らしいプロジェク
トです。各ガバナーが地区協議会や他の会合

でロータリアンがこのように手を貸して、ボ
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