
 
 
 
 
 
 
 

第 1398 回例会 17 年 5 月 9 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．ビジター紹介     

海南西 RC 藤本 謹三様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 51 名 出席免除会員 1名 

  出席率 75％ 前回修正出席率 82.35％ 

 

５．会長スピーチ         会長 上中嗣郎 

昨日は、大型連休の最後

の日曜日という日なのに、

地区協議会のお手伝いをい

ただきました誠に有り難う

ございました。 

昨日の会議で感じたこと

ですが、参加されたロータ

リアンは好むと好まざるに

関わらずその役に就くと一

人一人がその役目を果たそ

うと熱心に「勉強しよう」「参加しよう」とする姿勢

が見られ、その熱意に驚きました、ロータリクラブは

大変な力を持った組織であると改めて感心いたしま

した。 

昨日は８００人前後の集まりでしたが殆どの会員

が最後まで熱心に参加されているのをみて来期の地

区大会の成功の予感と共に、参加くださる会員の期待

を裏切らないような大会運営をしなければと感じた

次第です。 

さて、次の日曜日「社会奉仕委員会」の行事であり

ます「タンポポの会」との交流会が計画されておりま

す。多くの皆様の参加をお願いいたします。後ほど上

野山社会奉仕委員長が詳細をお知らせいたします。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 和歌山南ＲＣ    中村雅行君   4/22 

 

７．委員会報告 

○親睦活動委員会 田村能孝委員長 

 ６月５日の家族会のファックスを送らせ

いますが、まだ出欠の返事が少ないので、

お願いします。 

○職業奉仕委員会 深谷政男委員長 
 ６月３０日にマリーナのヨットクラブで、

話及び見学をし、ヨット又はボートで遊船

○社会奉仕委員会 上野山雅也委員長 
 ６月１５日にタンポポの会との交流を行い

当日ウォークラリーも予定しており、お手

て頂く事が多いと思いますので多くの方

をお願いします。 
 
８．次回例会 
第 1399回例会 平成１７年５月１６日（

12：30～ 海南商工会議所４
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊
５月お祝い 

○会員誕生日 

５日 花田宗弘君   １９日 島村佳

  ８日 塩崎博司君 
○奥様誕生日 

 １日 小椋安子様    ８日 田村洋

１日 田中恵美子様  ２１日 宮田み

４日 宮田康子様   ２４日 田中一

６日 中村多美子様 

○結婚記念日 

  １日 島村佳郎君   １８日 山名正

  ５日 谷口誠也君 
 
上中嗣郎君  昨日は大勢の方に参加して頂

うございました。 
吉田昌生君  藤白王子権現の熊野本地仏、

弥陀如来、那智の千手観音菩

の薬師如来が和歌山県の指

に決まりました。御支援頂い

のおかげと感謝いたします。

宇恵弘純君  平尾ガバナーエレクト様、楠

事様、昨日は御苦労様でした

議会が終わると次は地区大会

様方のご協力をお願い致しま

平尾寧章君  昨日はお休みのところ地区
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御出席頂きありがとうございました。

無事何とか終了出来ました。 
楠部賢計君  色々失敗もあったのですが、研修リー

ダーの成川さんから小言も貰ったか

わりに海南東クラブは本当にすばら

しいクラブだとお誉めを頂きました。 
倉橋利幸君  風邪を引き欠席させて頂いたのです

が、当日朝お誘いの電話を頂いたのに

失礼しました。 
林 孝次郎君 昨日は会員増強委員会の司会をさせ

て頂きましたが、ある質問者が、たっ

た四人で始まった会が今や世界で１

２０万人もいるのに、少し人数が減っ

て何故悪いのかという話もしていま

した。 
木地義和君  昨日は地区協議会に出席させて頂き

大変良い勉強をさせて頂きました。本

年も１年間よろしくお願い致します。 
岩井克次君  二人続けて幹事部門のところで、吉野

さんと二人で出席してきました。 
谷脇良樹君  昨日帰りのバス、２０分程遅らせまし

て申し訳ありませんでした。 
吉野 稔君  岩井さんにつっつかれまして私も勉

強させて頂きました。 
山田耕造君  職業奉仕委員会で、幹事さんに言われ

た通り申し上げてきました。又連休中

は孫 3人と大いに楽しみました。 
桑添 剛君  病み上がりの為、本当は出席させて頂

きたかったのですが、やむなく欠席さ

せて頂きました。 
新垣 勝君  皆さん、ありがとうございました。 
小椋孝一君  地区協議会、用があり欠席しました。

申し訳ございません。 
田中昌宏君  先日父の葬儀にお世話になりました。 
横出 廣君  昨日欠席しました。どうもすみません。 
柳生享男君  先日会長、宇恵様、岡田様、寺下様に

お会いしました。 
成績は・・・。 

 
 
 
 
 
 
ロータリーの保健活動、数百万の

生命を救う 
 
”平和”と記した色華やかな風船２個がリオデ 

ジャネイロのインターコンチネンタルホテルの前で

が放され、ホテル内ではブラジル郵政省が発行したロ

ータリーの１００年を記念する切手とメダルの贈呈

式が行われました。３月１９日に保健問題についての

会長祝賀会議が開かれ、医療専門家やロータリーのボ

ランテイアがクラブや公共保健について、夫々の地区

の優秀な支援事業に８００人を越すロータリアンや

招待者に説明しました。グレン・エステスＳｒ．ＲＩ

会長は基調講演で、ロータリーが如何にして保健プロ

ジェクトに取り組み、世界中で実際に数百万の人命を

助け、健康増進に寄与したかを説明しました。更に、

ロータリーは多くの死亡や、死の病、下痢のような病

気に対抗し、妊娠や出産時の問題、ＨＩＶ／ＡＩＤＳ、

ポリオから命を救う事が出来ます。”健康への危機が

存在する事は疑う余地はありません。然し、次のよう

な武器で戦う事が出来ます…教育、注射、綺麗な水、

基本的な保健サービスの提供です”とエステス会長

が述べました。更に、ＲＩ会長はクラブや地区が、保

健プロジェクトで生活を改善し、ロータリー財団への

寄付により、プロジェクトを続ける事を奨めまし

た。”他人の生命を助けるという機会は度々やって来

ません。然しロータリーを通じて行動すれば、貴方は

医者でなくても生命を助けられます。この地区で行っ

たように、例えば印度とパキスタンの５７の学校に清

水の提供、ハイデラバードの診療所へ医療器材の供与、

旱魃で苦しんでいるアンダラプラデッシュ（Andhara 

Pradesh）へ井戸を贈りました。恵まれない子供達へ

食料を与えました”とＲＩ会長が述べました。開会式

では、ブラジル議会副議長がエステスＲＩ会長にリオ

デジャネイロ州の名誉州民証を贈り”これは、ロータ

リーの公衆衛生改善への努力に対する特別な感謝を

表すものです”と述べました。祝賀会議委員長がＷＨ

Ｏからのロータリーのポリオ対策支援に対する感謝

の手紙を披露し、ブラジル前保健相がブラジルの公共

保健の状況を説明し、更にロータリーのポリオプラス

計画の現況の説明や、ブラジルのロータリークラブに

よる保健プロジェクトの説明がありました。休憩時間

には子供コーラスが披露されました。この子供達は、

ラテンアメリカで最大で最悪のスラム街の子供達で

したが、政府とロータリークラブの支援で、学校が生

徒自身の価値と生きる意味をこの子供に悟らせて、再

起したものです。主席者には経口ワクチンの開発者、

アルバート セービン博士の未亡人、ヘロイサセービ

ンやルイス ヴィンセンテ ジアイ前ＲＩ会長及び

他のＲＩの役員が出席しました。 

 

カーター元ＲＩ会長死去 
１９７３－７４年度のＲＩ会長であった英国、バー

クシャイア、オールドウインザー（Ｏｌｄ Windsor）

のウイリアム Ｃ．カーター氏（William C. Carter）

が４月１５日に死去しました。カーター氏は生存中の

ＲＩ会長では最年長の９８歳で、ロータリーより１８

ケ月若く、同氏は１９４９年以来バタースイー（Ｂａ

ｔｔｅｒ Ｓｅａ）クラブの会員で、グレート・ブリ

テン及びアイルランド内国際ロータリー（Ｒｏｔａｒ

ｙ in Great Britain and Ireland: ＲＩＢＩ）の

会長を務められ、ＲＩでは地区ガバナー、各種の委員、

委員長、規定審議会議長、財団管理委員長、ＲＩ理事、

ＲＩ副会長を歴任しました。 

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 


