
 
 
 
 
 
 
 

第 1413 回例会 17 年 9 月 5 日(月) 
於 海南商工会議所 ４F    19:00～ 

 

１．開会点鐘           会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング        「奉仕の理想」 
３．ゲスト紹介       大阪ＲＣ 平岡龍人様 
４．出席報告  

会員総数 69 名 出席者数 56 名 出席免除会員 2名 

  出席率 83.58％ 前回修正出席率 86.57％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 先月末、クラブ協議会活

発なご協議有難うございま

した。 
 ９月は「新世代のための

月間」です。我がクラブは

海南ロータリークラブと共

にローターアクトクラブの

育成を担っています。伝え

聞くところに依りますと、

アクトには本当によいメン

バーが揃っていると聞きましたが、会員の減少も危惧

されています。我々の後継者育成のため、ローターア

クト会員の増強にも手を貸そうではありませんか。 
 特に、今年次は全国ローターアクト研修会が当地区

主催にて、２月１８日、１９日に開催されます。我が

クラブも協力を要請されています。 
 マンスリーレター（２００５年９月１日）の平尾ガ

バナーメッセージに依りますと、今年次のロータリー

財団への年次寄付と恒久基金の利息の６０％が地区

財団資金（ＤＤＦ）として還付されます。２６４０地

区は財団奨学生と、世界平和奨学金の教育プログラム

に使うとの事です。 
 ＲＩ会長のステンハマーさんは、「私たちには夢が

あります。すべての１７歳の青少年が、交換留学生に

なることです。これが実現できたら、この世から戦争

がなくなるでしょう。」と述べています。 
 先般のクラブ協議会で青少年交換委員会の西川委

員長さんが、交換留学生受け入れに関して、クラブに

過去に苦い経験があり、良い印象がありませんが、受

け入れに関してもっと前向きに努力すべきだと思い

ますと話されており、心強く思っています。 

 さて、本日は大江久夫君の歓迎会を行います。親睦

委員会に引き継ぎます。 
 

「大江さん。入会おめでとうございます」 
 
６．幹事報告 

○例会臨時変更 

 那智勝浦ＲＣ 9 月 15 日（木）→9 月 14 日（水） 
18:30～ 高田グリーンランド 

（新宮、熊野、那智勝浦ＲＣ合同例会） 
○休会のお知らせ 

和歌山東ＲＣ         9 月 22 日（木） 
 
７．次回例会 
第 1414 回例会 平成１７年９月１２日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
９月お祝い 

○会員誕生日 

１日 桑添 剛君   １７日 柳生享男君 
８日 上芝良造君   １８日 荻野昭裕君 
９日 山田耕造君   ２８日 岸 友子君 

１６日 大沢祥宏君 
 
○奥様誕生日 

４日 深谷恵子様   １４日 吉川かつ美様 

８日 柳生多恵子様  １８日 田中順子様 

１１日 大江由美子様  ２０日 山畑雅志様 

 

○結婚記念日 

 １７日 辻 秀輝君   １７日 柳生享男君 
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○一般ニコニコ 

宇恵弘純君  新入会員歓迎。上中君へ感謝 

辻 秀輝君  久し振りの出席。 

田村能孝君  親睦さん、ご苦労さん。 

塩崎博司君  新入会員大江さん、末永く。 

上中嗣郎君  ガリバー開店。 

山本敬作君  ガリバー店 設計 御礼。 

林 孝次郎君 世界大会参加。 

山畑弥生君  新入会員さん、歓迎します。 

吉川博之君  8／21 木地さん、山畑さん、４５歳

の誕生日をシャンパンで祝って頂き

ありがとうございました。 

青木美典君  前回クラブ協議会欠席すみません。谷

口さんありがとうございました。 

花畑重靖君  本日東京で写真審査して、急いで帰っ

て来て、例会に間に合いました。 

木地義和君  大江さん、ご入会おめでとうございま

す。 

岩井克次君    〃 

 
 
 
 
 
南アジアで数千万の児童に 

ポリオワクチンを投与 
印度とパキスタンが、数千万の子供へ経口ポリオワ

クチン投与の為に地域統一防疫日（SNID）を実施しま

した。8月 8日のパキスタンの保健当局者の報告によ

ると、この SNID は 3,200 万の児童を対象にして、今

年になって合計 12 件のポリオが報告されたバルチス

タン、北西国境、パンジャブ、シンドの各州に重点を

置いて行われました。隣国の印度では、8月 7日に開

始された５日間の防疫活動で、未だに、ポリオが流行

している州に重点を置き、ボランテイアの主力は、今

年になり合計２５件のポリオの中で２２件が報告さ

れたビハールとウタール・プラデッシュに力を注いで

活動しました。スシルグプタ元 RI 理事も、他のロー

タリアンと一緒に、今年になってポリオが 1件報告さ

れた人口 1,100 万を越す印度の首都、ニュー デリー

で 200 万を越す子供への防疫に参加しました。”本年

末迄にポリオを駆逐しようとする我々の目標を達成

するには、多くの人が子供を連れて来て、子供達にワ

クチンを与えるようにする事です。両親の役目は非常

に重要です”と現地の報道機関に語りました。SNID

を実行するに当り、ウタル・プラデッシュ州の長官は、

ポリオの無い夢実現を遅らせた原因は、プラデッシュ

州の所為だなどという事には致しません、と述べ、”

ポリオ撲滅の為にウタル プラデッシュ政府は大運

動を展開し、我々は、社会各層の人達、宗教の指導者、

村長、政治指導者に、子供をポリオ防疫の為に連れて

くるようにと、手紙を書いて渡しました”と地元の新

聞が報じました。ポリオが国境を越して侵入してくる

のを防ぐ為に、印度とパキスタンは今年末に行う NID

を統一して行う計画です。パキスタンのモハメッド 

ナジール カーン（Mohamed Nasir Khan）保健相は

この決定を、7月中旬に開催された「南アジア会議」

で発表しました。更に、”両国がポリオの無い地域に

するよう共同して行う事に同意した”と新聞にも発

表しました。 

 

ロータリー百周年記念薔薇、 
国際賞を受ける 

ロータリーの創立 100 周年を記念して作られた「ハ

ート オブ ゴールド」（Heart of Gold）という名

の薔薇が世界で有名な「ベルファースト国際バラ品評

会」(Belfast International Rose Trials)で一位に

なりました。ハイブリッドで繊細な香りを持つこの薔

薇の販売で、今迄に米貨 36,000 弗余りがロータリー

財団に寄付されました。１株が消費税と送料を含んで

7.95 ポンド（米貨約 14.00＄）で、それの 20％が財

団に寄付されます。スコットランド、グランピアンア

バデイーン セントメイチャー ロータリークラブ

のデイビッド コバン薔薇委員会委員長は”この薔

薇が金賞を受けて国際的に認知された事と、先月はベ

ルファースト市賞を受けた事を喜んでおります。ハー

ト オブ ゴールド 薔薇プロジェクトはロータリ

ーの 100 周年を記念するばかりでなく、資金を必要と

するロータリー財団支援の方法の一つです”と語り

ました。スコットランドの国立観光協会の公式サイト

visitscotland.com に依ると、アバデイーン市は「薔

薇の町」と称され、この薔薇のお蔭で 1010 地区の募

金額が薔薇色になったのも無理の無い事で、薔薇に対

する良い反応に喜んでおります”とコバン委員長の

言葉。この薔薇は世界中で有名な新種薔薇育成園、ア

バデイーンのジェームズ コッカー アンド サン

ズ（James Cocker and Sons）の手によるもので、病

害に強く、立ち型で、光沢のある、大きい深緑の葉を

付けております。クラブがロータリー100 周年を記念

して、地元の目立つ場所に植えるのを奨めます。購入

する事で財団の支援にもなります。バラの苗の他に、

有名な植物画家ロデラ パーヴズの「Heart Of Gold」

の水彩画の署名入り印刷版を特別に 250 枚用意して

あります。1 枚 75 ポンド（米貨約 136.00＄）で販売

しており、利益は全て財団に寄付されます。このプリ

ントに関する情報は、次のサイトを御覧下さい。 

http//www.rotaryrose.co.uk/TheRosePortrait.htm 

 

SERVICE Above Self 

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


