
 
 
 
 
 
 
 

第 1396 回例会 17 年 4月 18 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 RC 重根 豊様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 46 名 出席免除会員 1名 

  出席率 67.65％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ    会長 上中嗣郎 

１５日から１７日まで

の３日間、新宮市で２６

４０地区大会が行われま

した。地区の最南端の地

で開かれましたが多くの

ロータリアンの出席があ

り、手作りで企画され大

変感動的な大会でした。 

1 日目の会長会議、Ｒ

Ｉ

目の熊野古道を歩くイベン

し

て

加

区大会の委員会も開催され

ました、活発な意見交換が行われ段々と骨格固まり、
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山ＲＣ 花畑重靖君 

）-> 5 月 14 日(土)1

  

○休

月 20 日（月） 

会長代理の歓迎晩餐

会、2日目の本会議、３日

ト等たくさんのプログラムがホストクラブ・コホスト

クラブの会員の連携で非常に見事な運営でした。 

我がクラブからも 1 日目から多くの会員に出席

頂きました、次期地区大会の参考に成ると思います 

この中で 3 日目の熊野古道を歩くイベントにも参

しました、ハーフのコースでしたが想像以上のきつ

いコースでした、長く忘れていた山歩き良さと苦しさ

を堪能した思いです。 

先日１３日には来期地

計画が進行しているように思います、新宮での地区大

会が大いに参考になることと思います皆さん頑張り

ましょう。 

 

 
期

場所：和歌山マリーナシティ 
  海南市民体育館 

．幹事報告 

○メイクアップ

 ４月１２日 和歌

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山北ＲＣ  

5 月 16 日（月

  愛知万博ロータリー館 親睦

会のお知らせ 

 和歌山北ＲＣ 5

○レート変更のお知らせ 

 ５月１日から １＄  08 円 

で寄付し

．委員会報告 

委員会  

す。  

○

の「たんぽぽの会」出

 

．エレクト事務所報告 

ご協力お願い 

 8:15 海南商工会議所前

テ

付資料の準備 会場設営 

に分かれて参加 

．閉会点鐘 

．次回例会 
会 平成１７年４月 25日（

1

○ロータリー100 周年記念の植樹

 

７

○ロータリー財団

ご協力よろしくお願いしま

社会奉仕委員会 

 ５月１２日（日）

くお願いします。 

８

○2005-06地区協議会開催の
 来る５月８日（日）にゲートタワーホテル

れる次年度２６４０地区協議会では、全員の

お願いします。各クラブの次年度の会長、幹

奉仕部門、財団、米山の８つの主要部門の勉

り、参加者は６５０名になります。 
・スケジュール 
 ５月８日（日）

          8:20 バスにて出発 
           9:00 ゲートタワーホ
・準備作業 
 受付及び配

・全体会議 全員参加 
・部門別会議 関係部門

 
７

 

８
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 家族例会

ました。 

席よろし

で開催さ

集合 

ル 

月） 

ご参加を

事、４大

強会があ

F 

266) 
 



＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

帰ってく

加 り難う

木地義和君  及びご協力有り難

辻 秀輝君  、宇恵さんの大十

塚本義信君  でした。 

西川富雄君  になりま

宮田貞三君  、バスの中ではお世話になり

重根 豊様  話になります。 
了しまし

 

スＳｒ．Ｒ

Ｉ

チオピア、１，４７０万人にポリオ防

アで、１０万人に近い保健関係者とボラン

テ

ンで発生したポリオの脅威から

１

 
辻 秀輝君  ６１歳になりました。子供が

るの

地区大会、たくさんの

で頑張りま  す。

ご参 有上中嗣郎君  

ございました。 
地区大会では出席

うございました。 
病院のバス旅行では

バスにお世話になりました。 
地区大会の参加、皆様ご苦労様

土井元司君  熊野古道、無事歩いてきました。いろ

いろお世話になりました。 
土曜日は横出さんにお世話

した。 
木地さん

ました。 
今日はお世

岩井克次君  地区大会、なんとか無事に終

た。皆様、有り難うございました。 

 
 
 
 
 
ＲＩ会長、法王の死去に弔意 
ロータリーを代表して、グレン エステ

会長が法王ヨハネ パウロ２世の死去に衷心より弔

意を表しました。”私達は法王の死去の報に接し悲し

しみに沈んでをります。法王は平和の人で、ロータリ

ーの友人でした。言行両面で法王は１００年前にポー

ルハリスと彼の友人を啓発してロータリーを創り上

げた人類愛の理想と無私奉仕の念を共にしました”

とエステス会長が述べました。１９８２年にヨハネ・

パウロ２世は「世界理解と平和のロータリー賞」の受

領者に選ばれ、１９８１－８２年度のスタンレー マ

キャフリーＲＩ会長が、受賞のニュースを自らローマ

の法王に伝えました。アメリカ、テキサス州、ダラス

の１９８２年度ＲＩ大会で法王の特別代表として出

席したトマス ツオープ司教に、この賞を呈するに当

り、マキャフリーＲＩ会長は”私が法王の弛まず、絶

えざる平和への働きに対して選ばれましたと、申し上

げましたら、法王は「働き続けます。働き続けます」

と返事をされました。私は其の時に、この言葉こそ、

世界理解と平和達成の為に一緒に働く我々が常に念

頭に置くべき言葉であると、考えました”と述べまし

た。法王ヨハネ・パウロ２世がローマ カトリック教

会の長であった過去２５年間に、数人のＲＩ会長やロ

ータリーの指導者が法王を訪問しました。ロータリー

財団のカルロ ラヴィツア管理委員長は今迄、法王に

４度お会いしました。ＲＩ会長として２回、カルロす 

カンセコＲＩ会長と一度、次はハーバートＧ．ブラウ

ンＲＩ会長に同行した時で、”夫々の会合は得難い機

会であった、と記憶しております”とラヴィツア委員

長が語りました。”法王と握手すると、法王が個人的

に直接、意を通じているように感じました。法王は単

にカトリック教会の指導者でなく、人種、宗教や皮膚

の色に関係無く、全ての人を愛した人です”とラヴィ

ツア委員長が述べました。２０００年に、法王ヨハ

ネ・パウロ二世がバチカンのサンピエトロ広場で１万

８，０００のロータリアンと其の友人達に話し掛けた

のが、歴史上始めて多くのロータリアンに話をした、

最初の法王でした。ラヴィツア委員長が記憶するとこ

ろでは、”法王がポールハリスの言葉を引用しました

ので、驚きと同時に感動しました。前にも世界中での

ロータリーの活動に関して話された事があります”

とは、ラヴィツア委員長の言葉。過去１２年間、Ｄ２

０８０（イタリー）のアルドフレッチ PDG は、実質的

にロータリアンとバチカンとの間の連絡役を務め、多

くの機会に、ＲＩの指導者と一緒に法王に会う事を許

された事が嬉しい記憶に残っております。”法王は私

達と素晴らしい関係を持ってをりました。２０００年

記念祭で私達と会った時に、法王に感謝の言葉を呈し

ましたら，法王は「私こそ１万８，０００人の子供と

娘を、ここに連れて来て呉れた事を貴方に感謝しなけ

ればなりません”と述べられました。フレッチＰＤＧ

によればローマのロータリアン達は喪に服し、次のよ

うに語りました。”今最悪の状態にあります。今週は

我々が全てのロータリークラブの会合や他のロータ

リー関連活動を中止しました。法王に対して最後の敬

意を表し、警備体制が許せば我々の一部の者が葬儀に

参列する準備をしております”。法王は世界中の１０

億のカトリック信者の精神的指導者であり、過去２７

年間バチカン市という小さな国の長でした。 

 

エ

疫開始 
エチオピ

イアが４月１－５日に戸別訪問形式のポリオ防疫

を実施しました。 

これは隣国スーダ

，４７０万の子供を守る為の活動の一部分です。３

月２２日にロータリーがエチオピアでの４月と５月

の国内防疫日支援の為にＷＨＯに米貨５０万弗を供

与する許可を出しました。其の時に、グレン エステ

ス Ｓｒ．ＲＩ会長はエチオピアのポリオ蔓延阻止の

為に迅速な対応が必要であったと記録に留めまし

た。”時宜に適した補助が無ければ、ウイルスが国内

や国際的に更に拡がる大きな危険性が在り、今ポリオ

菌を止めなければ、世界からポリオを駆逐するという

計画の素晴らしい進歩が危殆に瀕する事になりま

す”とＲＩ会長が述べております。テイグレイでポリ

オに罹った男の子１人と女の子１名は、２００３年に

今迄に１２のアフリカ ポリオ無菌国にポリオが蔓

延させた北ナイジェリアからの菌と同じである事が

判りました。エチオピアでのポリオ発生被害は、サウ

ジアラビアでのポリオ発生と源は同じです。 

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 


