
 
 
 
 
 
 
 

第 1422 回例会 17 年 12 月 1日(木) 
於 海南保健福祉センター    18:30～ 

３クラブ合同例会（平尾ガバナー公式訪問） 
 

１．開会点鐘           会長 塩崎博司 

２．ロータリーソング      「手に手つないで」 
３．出席報告  

会員総数 68 名 出席者数 55 名  

  出席率 83.33％ 前回修正出席率 80.3％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 

 皆さん今晩は、恒例のガバナー公式訪問 海南３ク

ラブ合同例会のホストを勤める、海南東会長の塩崎博

司です。つたないもので御座いますが宜しくご協力の

程お願い申し上げます。 
始めに、高いところからでは御座いますが、海南、

海南西クラブ皆さんには、地区大会の運営に大変ご協

力を頂き、盛会裏に終わることが出来ました事、厚く

御礼申し上げます。 
本日は平尾寧章ガバナー、田中良典ガバナー補佐、

竹腰勉ガバナー補佐、楠部賢計地区代表幹事をお迎え

し、開会できますこと、平素から大変親しくして頂い

ていますので、私共としては幸せです。どうか宜しく

ご指導の程お願い申し上げます。 
開会前に行われました 3 クラブ会長、幹事とガバナ

ーの懇談では、色々な話題が出ましたが、主なものを

上げますと、まず、第一は会員増強でした。会員の平

均年齢が高齢化している中、若い人を入会させること

が、困難であると言うことです。断る理由は働き盛り

の層は仕事が忙しい事が原因のようである。これに対

して定年退職した 60 歳代の人を加入させているとい

う件も報告されました。又加入を断られても、一年限

りにせずに、次年度にも引き継いで加入を勧める事も

必要ではないかとの意見もありました。例会での卓話

について、他クラブとの交換卓話のネットを組んでい

る。情報委員長が大変であるが、会員の家庭での

Meeting が出来れば、これ以上親睦が進まないという

報告もあり、又米山の寄付に対しても、受け入れた奨

学生の情報、帰国後の交流などを会員に伝えることで、

米山の理解が得られる等、有意義な懇談でした。 
さて皆さんご承知のように、2006 年の国際大会ス

ウェーデン、マルメ、デンマークコペンハーゲンで、

6 月 11 日～14 日開催されますが、前日の 10 日夜ジ

ャパンナイトという催しがなされます。これは大会に

参加している 2640 地区だけの行事でして、現ガバナ

ーの慰労と、ガバナーエレクトの激励をこめて開催さ

れる恒例の行事となっています。現地での設定を花田

地区副幹事がオンツウスウ

ェーデン委員長として行う

ことになっています。シカゴ

では100余名の参加があり楽

しい一夜を過ごしました。今

回は大会を盛り上げるため

海南東では、20 名以上の参加

を目標に取り組んでいると

ころです。 
 国際大会にご参加の節に

は、是非ジャパンナイトにも、

ご参加頂きたくお願い申し

上げます。 
 
５．幹事報告 

○メーキャップ  
和歌山南ＲＣ 中村雅行君 11/18 

○例会臨時変更 

 橋本紀ノ川ＲＣ 
12 月 6 日（火）→12 月 10 日（土） 
13:00～JA 紀の里ふるさとセンター 

（IM４組） 
12 月 20 日（火）→12 月 20 日（火） 
19:00～       「ごゆっくり」 

（クリスマス家族例会） 
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 那智勝浦ＲＣ 
12 月 8 日（木）→12 月 8 日（木） 
14:15～        那智中学校 

（課外授業のため） 
粉河ＲＣ  12 月 21 日（水）→12 月 21 日（水） 

18:00～   粉河ふるさとセンター 
（忘年例会） 

 和歌山東南ＲＣ 
12 月 21 日（水）→12 月 24 日（土） 
18:30～     アバローム紀の国 

（クリスマス家族例会） 
○休会のお知らせ 
 橋本紀ノ川ＲＣ 12 月 27 日（火）、1 月 3 日（火） 
 和歌山東南ＲＣ 12 月 28 日（水）、1 月 4 日（水） 
 
６．次回例会 
第 1423 回例会 平成１７年１２月５日（月） 

18：30～ 年次総会「初音」 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
時間の関係により割愛 

 
 
 

平尾ガバナー公式訪問 

平尾寧章ガバナー 

 
 
 
 
 
 
世界銀行が水資源、衛生、エネルギー対

策用に補助金供与 
水資源、衛生、エネルギー対策プロジェクト等に、

資金スポンサーを探しているロータリーのクラブや

地区があれば、世界銀行の 2006 年グローバル開発マ

ーケットプレース補助金計画へ申請をする事を奨め

ます。革新的で、草の根的な開発構想を直接支援する

為に、1998 年に創設されたこの年次計画補助金は、

特定の開発のテーマを含む、政府や、NGO、私的財

団、学校、斬新な社会事業、学生等の提案プログラム

等を選考して、一定の基準に合ったプロジェクトには、

最大限米貨 200,000＄の補助金が支給されます。 
 
南アジアと米州の復興支援用に特別勘

定を開設 
10 月に大地震がパキスタン、印度、アフガニスタ

ンの一部に起き、被害を与え、ハリケーン ウイルマ

の大洪水と泥流が中米、中央アメリカ、メキシコに被

害を与え、フロリダには 2 つのハリケーンが来襲しま

した。世界中の多くのロータリアンの要請に応えて、

再建努力中のクラブや地区支援用に、ロータリー財団

が、三つの別々な口座を開設しました。個人やクラブ

は次のオンラインの支援勘定で寄付が出来ます。 
<https://riweb.rotaryintl.org/donor_xml/contribu

tionmenu.asp 
もう一つの方法は、次の RI のサイトの災害支援ペ

ージから用紙を取り出して郵送して下さい。 
</programs/wcs/disaster/reliefefforts.html> 
以上に加えて、地区として、DDF を利用する方法

もありますから、ご検討下さい。 
 
アメリカ、TV コメンテーターがホーム

レス支援 
アメリカの公共テレビを観た人は,リックステイー

ヴズのバックトラベルショーを見られた事と思いま

すが、ショーの他に、注目されている事があります。

ステイーヴズと奥さんのアンさんが,自分の地域での

ホームレスの女性達の事を心配し、米国、ワシントン

州のエドモンズ RC と協同して、ホームレスの母子の

為に臨時宿泊施設をトリニテイプレイスに開設しま

した。エドモンズ RC のヴァーノン・チェイス会員は”
我々は 100 周年記念事業を考えておりましたが、こ

れがピッタリ当て嵌まります”と語りました。「トリニ

テイプレイス」は、ステイーヴス夫妻が現役引退後用

の貯蓄の一部で購入した土地を 15 年間無料で使用し、

地元の YMCA が、この女性シェルターを運営し、エ

ドモンズ RC が家具から、花や庭の手入れ等のビル管

理を行い、ロータリアン達がリンウッド市当局との運

営、其の他の連絡役を行い、それに加えて「トリニテ

イプレイス」に子供の遊び場を造る為に 30,000＄の

寄付を集めました。今年度には、家族の第一陣が入居

し、全館完成の暁には、約 1,000 人が住む事になりそ

うです。”残念な事に、需要が大き過ぎて、数百人の

入居希望者を断らざるをえませんでした”とチェイス

氏の言葉。15 年が経過すると、ステイーヴズ一家が

建物を、自分達の為に使用する権利を有します。「ト

リニテイハウス」が世界中のモデルになれば幸いです

と、ステイーヴズ氏が考えております。”ステイーヴ

氏は、仕事が如何に、地域を助け得るかの良い例にな

る事を希望しております。 

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 


