
 
 
 
 
 
 
 

第 1426 回例会 18 年 1月 16 日(月) 
於 ロイヤルパインズホテル    18:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 塩崎博司 

２．国歌斉唱         「君が代」 

３．ロータリーソング       「奉仕の理想」 

４．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％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
皆さん、明けましておめでとう

ございます。新年をお祝い致しま

して、恒例の夫婦例会に、この様

に大勢のご参加を頂きまして誠

に有り難う御座います。 
私が、会長に就任致しまして、

半年を経過致しましたが、昨年を

振り返ってみますと、平尾先生が 2640 地区ガバナー

に選ばれまして、先生のご指導のもと、此れを機会に

我がクラブの活性化、発展を図ろうと、地区大会のホ

ストクラブを引き受ける事になり、クラブ全員の協力

の下、大成功裏に終えることが出来ました。 
又、12 月には、地区の目標である、会員増強につき

まして、角谷会員増強委員長を中心に、大勢の方々に

ご協力を頂き、後にご紹介させて頂きますが、6 名の

新会員をお迎えすることになりました。この様な成果

の中で、私が会長を務めさせて頂くことになりました

こと、幸せ者だと思っています。後半年の任期が残っ

ていますが。6 月にはスウェーデンで開催される世界

大会には、2640 地区のジャパンナイトのホストクラ

ブとしての役割が残っています。 
今年の干支は戌です。さて戌は人類に最も長く付き合

ってくれている動物で、その走力、臭覚は殊の外優れ、

猟犬、番犬、警察犬、盲導犬等我々には頼りがいのあ

る伴侶です。そして何よりも従順・果敢・戌が残した

名犬物語は枚挙に暇がありません。ですから今年はお

戌さんが我々を良き方向に導いてくれると思います。 
皆様方の更なるご指導、ご協力のほどお願い致しまし

て、挨拶とさせて頂きます。 
 
６．新入会員紹介 
            
            
            
             
          
 
 
井本充彦君      吉田益巳君     魚谷幸司君 

 
 
 
 
 
 
 
上田善計君       大谷 徹君   的場賢美君 
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大谷 徹君  新入会員です。 よろしくお願い致し

ます。 
的場賢美君    〃 
井本充彦君        〃 
吉田益巳君        〃 
上田善計君        〃 
魚谷幸司君        〃 
角谷勝司君  新入会員の皆様入会おめでとうござ

います。 
宮田敬之佑君      〃 

No.1426

RI District 2640 Japan 

2005-2006 年度国際ﾛｰﾀﾘｰのﾃｰﾏ 
RI 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」 

四つのテスト 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266) 

会長：塩崎博司 幹事：木地義和 SAA：山畑弥生 

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



荻野昭裕君        〃 
田村健治君        〃 
塩崎博司君  今年も宜しくお願い申し上げます 
木地義和君        〃 
山畑弥生君        〃 
柳生享男君  楽しい例会有難うございました。 
奥村匡敏君  今年も宜しくお願いします。 
寺下 卓君  昨日、夫婦で久しぶりに映画に行って

思い切り笑って来ました。 
塩崎会長奥様 魚谷先生お世話になり有難うござい

ました。 
青木美典君  本日夫婦例会に御出席有難うござい

ます。そして、角谷社長、色々お世話

になり有難うございます。 
角谷勝司君  本日のお土産有難うございます。 
新垣 勝君  新入会員の皆様おめでとうございま

す。閉会のスピーチ頼まれました。 
 
＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

第 97 回世界大会へご参加ください 

 
 
 
 
 
 
 
ＲＩ会長ノミニーが正式に決定 

 
2005 年 12 月 5 日に、ＲＩ会長指名委員会によっ

て選出された、カナダ・オンタリオ州トレントンＲＣ

のウィルフリド J. ウィルキンソン氏が、1 月 5 日、

正式に2007－08年度ＲＩ会長ノミニーとなりました。 
ウイルキンソン氏はウイルキンソン株式会社の創

始役員の一人で、1962 年にロータリーに入会し、現

在はポリオプラス関連委員です。今迄に地区ガバナー、

国際協議会グループ デイスカッション リーダー、

委員会委員・委員長、財団管理委員、理事、副会長、

2005 年シカゴ大会委員会委員長、アフガニスタン難

民支援プロジェクト副委員長です。 
 会長指名委員会は 17 名で構成され、日本からは、

今井鎮雄、黒田正宏 両 PDG が委員として参加しま

した。 
 
英国の医療ボランテイア作業 

 ザンビアで人命救助 
 
南アフリカのザンビアでは、極端な医療関係者不足

の為に、56 パーセントを越す妊婦が訓練された保健

関係者の助け無しに出産し、その結果、南アフリカの、

貧しいこの国では、毎年、10,000 人の中で 75 名の母

親が出産で死亡します。イギリス、コーンウオール

（Cornwall）のペランザブロー（Perranzabuloe）ロ

ータリークラブの会員、ピーターブラックウエル ス
ミス（Peter Blackwell-Smyth）博士の医療ボランテ

イアの意欲が状況改善方向へと、ザンビア政府を動か

しました。ピーターブラックウエル スミス氏は、

2002 年以来、南部ザンビアのモンゼミッション病院

（Monze Mission Hospital）へ、助産婦と婦人科医

の代わりに働く事が認められている、医療関係者の教

育支援の為に、年に 2 回、出掛けました。ザンビアで

は、医者と患者の比率が１対 10,000 です。この病院

の病床数は 274 で近代設備を整え、特別なスタッフ

も居り、他の小さい病院の支援の為のセンターにもな

り、訓練に適しております。2005 年 11 月に行った教

育訓練は、典型的な、４乃至５週間の訓練で、ブラッ

クウエル スミス氏は、病院に到着して、直ぐに訓練

生達に、病院での妊婦と婦人科医としての基本事項に

加えて、検診と手術の一般的手続を生徒達に教え、教

育計画の最後の部分では、帝王切開や他の手術にも参

加し、優秀な経験者には独りで手術を行う事が許可さ

れました。 
”このプログラムの良い点は、多くの受講者がザン

ビアの辺鄙な地方から来ているので、研修の終了後は

実際に、医療関係者の必要な場所へ帰って行きます。

有能な医療関係者の居ない国では、この様な有資格者

の価値を見逃す事が出来ません”とブラックウエル 
スミス医師が述べました。モンゼ病院でのカリキュラ

ムは「家庭医のアメリカンアカデミイ（American 
Academy of Family Physicians)の、「婦人科医の上級

人命支援」(Advanced Life Support in Obsterics)の、

訓練マニュアルを使用しており、同様なプログラムが

マラウイ(Malawi)とモザンビーク(Mozanbique)を含

む南アフリカの色々な国で実行されております。ブラ

ックウエル スミス氏によると”エリトリア(Eritrea)
とエチオピアでも、このプログラムの実施を考慮中で、

レベルが非常に高く、一度訓練を受けた人は、更に技

術が向上し、訓練を受けた人が僻地に配置されると、

保健維持が向上されます”と述べました。 
ブラックウエル スミス氏は、モザンビークで、年

に２回の医療訓練を始める以前に、ケニヤ、南アフリ

カ、ウガンダでのロータリーボランテイア医療ミッシ

ョンに参加しました。ペランザブローロータリークラ

ブのデイヴコーツ（Dave Courts）会員によると、

ブラックウエル・スミス氏は、ロータリーに入る前も、

アフリカで仕事をしており、彼は自分の事を吹聴する

人間ではありません。彼がこの仕事を通じて、多くの

人命を救っている事が判りました。私達は彼が我々の

クラブ会員である事を誇りに思い、我々の出来る限り

の支援をします”と語りました。ザンビアでのブラッ

クウエル・スミス会員の業績が、先日、BBC サウス

ウエストテレビで放映されました。これは、コーツ会

員が。諸準備の為に、RI から PR 補助金を受けまし

た。 

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 


