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RI District 2640 Japan 

2005-2006 年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
会長 カール.ヴィルヘルム.ステンハマー 

第 2640 地区ガバナー 平尾寧章 

「超我の奉仕」 

第 1408 回例会 17年 7月 25 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    12:30～ 

 

１．開会点鐘        会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 
３．ゲスト紹介 
         米山奨学生  白  涛様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 54 名 出席免除会員 2名 

  出席率 80.6％ 前回修正出席率 86.57％ 

 

５．会長スピーチ       会長 塩崎博司 
 職業奉仕委員長会議に

山田耕造さん、23 日には

会員増強委員長会議に角

谷勝司さん、24 日に地区

米山奨学生夏季交流研修

会に田村健治さんと私が、

出席いたしました。それぞ

れ、ご出席いただき、ご苦

労様でした。 
さて、6 月末頃のことで

すが、孫が学校から帰って

きて、今日はプールの授業が取止めだった。雨が降ら

ないからと残念がっていました。梅雨の最中なのに今

年は空梅雨か、去年は台風に悩まされたのに、これ等

も最近言われている異常気象の影響かな？この現象

は地球温暖化の影響かな？地球の温暖化とは、地球に

届いた日射エネルギーの 7 割は、地表に吸収され、熱

に変わる。更に加熱された地表から放射される赤外線

が大気中にある「温室効果ガス」水 炭酸ガスに吸収

され、その一部が地表に放射されることで地表の温度

が上がる。之が「温室効果」であり、その作用によっ

て地球の気温が保たれている。地球の平均気温 15 度

C (温室効果がなければ―18 度 C )その差 33 度、水蒸

気の寄与 32 度、二酸化炭素１度 C。温室効果ガスで

特に問題なのは二酸化炭素。これは化石燃料を消費す

ると二酸化炭素が増える。二酸化炭素の濃度は、産業

革命以前は 280ppm、現在は 358ppm、21 世紀半ば

には 280ppm の 2 倍になるだろうと言われています。

それで二酸化炭素の排出量を減らそうと京都議定書

が決議されましたが、アメリカが反対しています。二

酸化炭素を減らしてくれるのは、「樹木」。私達が協力

できるのは、電気・石油の省エネと植樹そして森林を

保護する事だと思います。 
 

６．幹事報告 

○レート変更のお知らせ 
  8 月 1 日より 1＄ = 112 円 

○例会臨時変更 

 和歌山東南ＲＣ 8 月 3 日（水）→8 月 5 日（金） 
18:30～   和歌山東急イン 

 和歌山中ＲＣ  8 月 5 日（金）→8 月 5 日（金） 
18:30～   和歌山東急イン 
8 月 19 日（金）→8 月 20 日（土） 

ロイヤルパインズホテル 
田辺東ＲＣ   8 月 17 日（水）→8 月 17 日（水） 

12:30～ ～和歌山県立情報交流 センター 
 和歌山北ＲＣ  8 月 29 日（月）→8 月 25 日（木） 

18:30～   和歌山東急イン 
○休会のお知らせ 

 田辺東ＲＣ・海南ＲＣ・和歌山西ＲＣ 
和歌山東南ＲＣ       8 月 10 日（水） 

 那智勝浦ＲＣ・海南西ＲＣ  8 月 11 日（木） 
 和歌山南ＲＣ・高野山ＲＣ・和歌山中ＲＣ 

8 月 12 日（金） 
 和歌山北ＲＣ        8 月 15 日（月） 

和歌山ＲＣ         8 月 16 日（火） 
 

７．ガバナー卓話 
皆様、こんにちは。 
地区のクラブ委員長会

議も社会奉仕職業奉仕 

増強委員長会議と３つの

会議を終了致しました。 
これからは公式訪問と

会長、幹事懇談会が、主

な仕事になってきます。 
本日は公式訪問のスピ

ーチを聞いて頂きまして、いろいろなご意見を頂きた

くよろしくお願い致します。最初は中島ガバナーの出

た泉大津ＲＣと忠岡ＲＣの訪問を７月２９日（金）に

行ってきます。まず、カール・ヴィルヘルム・ステン
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ハマーさんのテー

マ演説を紹介し、

つづいて私の地区

方針 そして私の

ロータリークラブ

とは何かとの感じ

方を話すつもりで

います。そして、地区大会の紹介をして、時間が余れ

ば私の人生の歌として４０年前のフォークソングの

「風に吹かれて」を聞いて頂くつもりです。いろいろ

なご意見を頂き参考にして２６４０地区全クラブの

スピーチをしてきます。本日は例会の貴重な時間を頂

き、会長、幹事、プログラム委員長に感謝致します。 
 
８．次回例会 

第 1409 回例会 平成１７年８月１日（月） 
12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 

 
塩崎博司君  夏祭り、雨も降らず、無事に終了しま

した。 
林孝次郎君  花田さんに連れられ中南米に 1 ケ月、

無事帰国しました。先週、欠席してす
みません。 

平尾寧章君  本日卓話させてもらいます。 
岸 友子君  前回、監査報告を欠席してすみません

でした。 
塩崎博司君  寺下さん・木地さん新社屋完成おめで

とう。 
山畑弥生さん  〃 
木地義和君  本日の例会で、無事に１ヶ月が終了し

ました。 
 
 
 
 
 
 
スーダンで 600 万の児童対象に NID'ｓ 

 

スーダン全国の 26 州で 600 万に近い 5 歳以下の児

童を対象に、ポリオの全国統一防疫（NID'ｓ）が 7

月 8‐18 日に実施されました。スーダンで只一つのハ

ルツーム（Khartoum）ロータリークラブの会員を含む

約 40,000 人のボランテイアが、僻地や 22 年間の戦争

で経済力が低下し、道路も無く、到達困難な地方には、

有る時は駱駝や驢馬に乗り、長時間を掛けて移動しま

した。”今年になって第 5 回目の NID'ｓでした。今

年中にもう 2度計画されておりますが、大雨とそれに

よる洪水が起きて行動が出来なくなる前に、防疫活動

を実施しなければなりません”とスーダンのソーア

イブ エルバタウイ（Sohaib Elbadawi）国内ポリオ 

プラス委員長が語りました。 

政府と反政府軍の「スーダン人民解放軍」との平和

協定の御蔭で、防疫活動は同国の大部分で、戦争で阻

止されませんでしたが、国連のダフールでの戦闘中止

要請が一部分で無視されたのは残念な事でし

た。”NID'ｓの期間中に、我々は更に困難な状況の下

で仕事をし、我々のパートナー達の車両が盗まれたり、

ハイジャックされたり、或いは狙撃されたりしました。

然し保安が非常に良くなり、多分今度の防疫活動はロ

ータリーが支援を開始して以来行った13回のNID'ｓ

の中で一番成功したものだと思います”とエルバダ

ウイ委員長が感想を述べました。長期化した内戦にも

拘わらずスーダンはポリオ菌の侵入を防ぎ、2001 年

にポリオ無菌の宣言をしました。ただし、2004 年 5

月にチャド（Chad）との国境付近で新しいポリオの発

生が報告され、国内の 18 の州で 152 件のポリオが確

認され、他のポリオ無菌国に脅威を与える結果になり

ました。グローバルポリオ撲滅イニシアチヴの協力者

とスーダン政府がポリオ蔓延の緊急防疫活動を全国

や地方規模で実施してきました。エルバダウイ委員長

は”我々が心配しているのは、スーダンはこのように

広大な国ですから、若しは隣国が次の 4ヶ月間に彼等

の防疫日を我々のことを同調して呉れば幸いと考え

ます。何故かというと、国境というのは名前ばかりで、

家族は子供達と一緒に国境を自由に行き来しており

ます”と語りました。彼の言葉は、国連の関係者がダ

フールに燻っている戦争の火種が、全部の子供達への

防疫を不可能にするような複雑な事態にまで発展し

ないよう心配しているのを反映しております。”ポリ

オを可及的速やかに押さえ込む事は、皆の利益になる

事です。そうしなければ、スーダンや近隣諸国の人民

が非常に危険な状態に陥ります。今こそスーダンの全

関係者が立ち上がって自国民の為に夫々の責任を果

たすべきです”とマニュエル・ダ・シルバ（Manuel da 

Silva）国連事務総長代理のスーダン特別代表が 7 月

の NID'ｓ開始前に発表した声明文中に述べました。

今迄にロータリー財団はスーダンのポリオ撲滅用に、

緊急援助資金とポリオプラスパートナーズへの寄付

を含めて、米貨 1,100 万ドルに近い額を供与しました。 

 

ベルリッツ、ロータリアンに語学指導

を割引で提供 
 

国際ロータリーとベルリッツ（Berlitz）が協力し

てロータリアンと其の家族にベルリッツのオンライ

ン語学学習製品を、大きい割引で提供します。コース

は新しい言語の話し方、書き方や理解するのを最大に

助ける技術を使用します。コースの購入でロータリー

財団が利益を受けます。 

下記のベルリッツのウエブ サイトでロータリア

ンへ提供される割引製品情報を御覧下さい。 

<http://www.rotary-berlitzonline.us/> 

会報委員会 委員長 山野 明 副委員長  嶌村佳郎 吉田昌生 山東剛一 柳生享男 上野山雅也 

http://www.rotary-berlitzonline.us/

