
 
 
 
 
 
 
 

第 1397 回例会 17 年 4月 25 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 「手に手つないで」 
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 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 

昨日は、衆議院の補欠選

挙や合併で誕生した各市の

市長の選挙が行われて大変

騒動しい様子でした。当地

新海南市は無投票でしたの

で静かで良かったと思って

おります。 

 インターネット上で広が

っていたチェーンメールに

手を加えて本にしたもの

で、昨者は不明ですが池田香代子さんが集約したもの

で、おもしろいなと思いましたのでほんの一部を紹介

いたします。 

世界がもし１００人の村だったら？全世界を１０

０人の村に縮小すると、その村には・・・。５７人の

アジア人・２１人のヨーロッパ人・１４人の南北アメ

リカ人・８人のアフリカ人がいます。５２人が女性で

す・４８人が男性です。７０人が有色人種で、３０人

が白人、７０人がキリスト教以外の人で、３０人がキ

リスト教です。８９人が異性愛者で、１１人が同性愛

者です。６人が全世界の富の５９％を所有し、その６

人ともがアメリカ国籍です。８０人は標準以下の居住

環境に住み、７０人は文字が読めません。５０人は栄

養失調に苦しみ、1 人が瀕死の状態にあり、1 人はい

ま、生まれようとしています。1 人は（そうたった 1

人）は大学の教育を受けそしてたった 1人だけがコン

ピューターを所有しています。詳しくは本を買ってい

ただくか、インターネットで検索してください。 

5月 8日にゲートタワーホテルで行われる次年度の

ための地区協議会再度ご協力をお願いいたします。 

5 月 15 日のタンポポの会との交流会につ

しくお願いいたします。 

 
６．幹事報告 

○メーキャップ 

 海南ＲＣ     岡田雅晶君   4/2

 海南西ＲＣ    岡田雅晶君   4/2

○例会臨時変更 

海南西ＲＣ 
5月 12日（木）→5月 15日（日）
17:00～  全日空ゲートタワーホ

 和歌山南ＲＣ 
5月 27日（金）→5月 27日（金）

19:00～ ウェルサンピア
新入会員歓迎

○休会のお知らせ 

和歌山南ＲＣ    5月 6日（金） 
 
７．委員会報告 
ガバナー事務所 
「ロータリーの森」の寄付について、苗木植

した。 
 
８．閉会点鐘 

 

９．次回例会 
第 1398回例会 平成１７年５月２日（月

12：30～ 海南商工会議所４
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊
 
花畑重靖君  昨日参加者 3,200名の大撮影
 大阪へ指導に行きました。 
田村能孝君  昨日家族会の下見に行って来

辻 秀輝君  昨日、天気も良かったので約

山歩きをしてきました。腰の

てはじめての長距離歩行でし

かげさまで、疼痛も無く快適

寺下 卓君  4 月 21 日、地区大会広報記
会、各委員の皆様ご苦労様で

吉田昌生君  22 日、東京有楽町のわかや
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で、熊野古道の話をしてきました。世

界遺産登録のおかげで和歌山が有名

になったことをあらためて痛感しま

した。 
 
 
 
 
 
 
 
ロータリアンが立ち上げた浄水器が、科

学的研究対象に 
統計が驚くべ事象を示して

おります。１１億人への飲料

水摂取に適当な方法が無く、

其の結果、毎週 3万５０００

の子供が死んでおります。3

月 22 日に国連での「世界 水

の日」（Ｗｏｒｌｄ Ｗａｔｅ

ｒ Ｄａｙ）でコフイアナン

国連事務総長は”人類発展と

尊厳の為に緊急を要する事です。安全で綺麗な水を全

世界の人達に与える事を更に押し進めるよう決意し

ます”と述べました。ロータリアン達が頑張っており

ます。小さい事から始まりましたが、試験的作業で発

展途上国に安全な水を配布する機運が急速に進んで

おります。2002 年にアメリカ、ミシガン州、ロック

フォード（Ｒｏｃｋｆｏｒｄ）クラブの会員、ジム ボ

デナー氏（Ｊｉｍ Ｂｏｄｅｎｎｅｒ）が奥様と共同

所有している老人センターに住んでいる 3 人から合

計 400 弗の寄付を受けました。その金をドミニカ共和

国で使用する為に１分間に約 4 分の１ガロンの清水

を作る事が出来る、「生命砂濾過器」（biosandfilter）

10 個を購入しました。米貨総額２５万弗のプロジェ

クトに対して、Ｄ６２９０（カナダとミシガン州）が

13 万５千弗を寄付し、他にドミニカ共和国、カリフ

ォルニア州、ニューヨーク州内のロータリークラブ等

が寄付をしました。ボデナー氏によると、この濾過器

は機械的な部分が無く、1 個の値段は只の 50 弗（米

貨）で、ドミニカ共和国内では、地元の小企業が製造

したこの生命砂濾過器の使用方法と訓練を、アメリカ

平和部隊が受け持ちました。米国疾病統制、予防セン

ター（CDC）によると、実験室でしかテストされてお

りませんが「生命砂濾過器」は継続可能な技術です。

そういう理由で、現在ノースカロライナ大学のマイク

ロ バイオテクノロジーの教授が保健への影響の実

地研究という、重要な段階に入りました。とボデナー

氏が語りました。要するに、この研究で「生命砂濾過」

の効果についての最終的結論が出ます。若しも、書類

上で科学的にも健康に与える影響の結果が良ければ、

其の情報を政府とＮＧＯが地球規模で使うよう説得

するのに使用します。ボデナー氏が言うには、現在の

２５万弗のプロジェクトが非常に大きい物に急激に

成長するでしょう。”私達は実際に人とアイデアを持

ってをります”付け加えました。１年間の研究が現在

進行中ですが、現在７万５０００弗の資金が不足して

おり、ボデナー氏が金を集めるのを誓い、地区の支援

を要請しております。追加情報はボデナー氏にメール

するか、次のウエブサイトを御覧下さい。

www.jbodenner.com

 

100周年ボランティア月間 
2005年 4月は、ロータリー100周年のボランティ

ア月間に指定されました。各クラブは、各自が少なく

とも 10時間のボランティア活動を行うことを奨励し
ています。会員は、地域社会のニーズに応えるなど、

意義あるボランティア活動に参加することが期待さ

れています。皆さまはどのような活動を計画し、ある

いは、もうすでに実施されていますか？月間終了時に

は、クラブは、会員がボランティア活動をした時間数

を報告するよう求められます。そして、全クラブの総

時間数が、シカゴ国際大会で発表される予定です。 

月間終了時に、クラブは会員アクセスページ

（ 2005 年 4 月よりご利用可能） 
https://riweb.rotaryintl.org/ja/ から、会員がボラン
ティアに捧げた時間数を報告するよう求められます。

全クラブによって報告されたボランティアの総時間

数は、 2005 年 6 月 18 ～ 22 日にシカゴで開催さ
れる RI 国際大会で発表されます。クラブのボラン
ティア活動にまつわる成功談をお知らせくださる場

合、または詳細をお求めの場合は、 RI のプログラ
ム部までご連絡ください。（Programs Division, 
Rotary International, One Rotary Center, 1560 
Sherman Avenue, Evanston, Illinois 60201, USA  
電話：1-847-866-3361 ファックス：1-847-866-6116 
 

ロータリーがフィリピンで視力回復治

療活動 
フィリピンの貧困地域で、アメリカ・ミシガン州およ

びペンシルベニア州から来た、医師とロータリアン合

わせて 12人のグループが、地元の医師とロータリア
ンと協力して、視力回復治療活動を展開しました。こ

のグループは、フィリピン・ベンゲット州の知事から、

視力回復治療が受けられない貧しい住民に対して、無

料で治療をしてほしいとの要請を受けて、渡航しまし

た。2月 25日から 10日間にわたって、ラ・トリニダ
ッド地域の病院で、白内障などの眼病患者 109 人を
治療。地元のラ・トリニダッドロータリークラブの会

員も、病院スタッフとともに、事務手続き、物資の搬

送、患者の宿泊手配などを担当しました。このプログ

ラムには、治療用具の費用のために、ロータリー財団

から 1万 1,000米ドルのマッチング・グラントが拠出
されました。また、この活動を広報するためにロータ

リーのバナーが地域のいたるところに設置され、ロー

タリーの認知度を高めました。 

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 
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