
 
 
 
 
 
 
 

第 1429 回例会 18 年 2 月 6 日(月) 
於 海南商工会議所   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74名 出席者数51名 出席免除会員2名 

  出席率 70.83％ 前回修正出席率 80.56％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 皆さん今晩は。先週の土曜日

は２組のＩＭに関係する委員長

さん、フレッシュ会員の皆さん、

その他大勢の会員の方々の参加

を頂き、ご苦労さんで御座いま

した。海南西ＲＣのホストで、

良い勉強をさせてもらいました。

基調講演の海南第三中学校長今

川神先生の、職業体験教育「体験してみなければわか

らない」との演題で、２年生６３名全員が、２８事業

所に４日間それぞれ家庭から直接通勤するという形

をとり、学校、社会、家庭が三位一体となって取り組

み成果をあげられた、すばらしいお話でした。我がク

ラブでも、職業奉仕で県和商の生徒を対象に、インタ

ーンシップとして取り組んでもらいましたが、新しい

職業奉仕の一端だと思います。ブラスバンドの生徒の

中学生としての純真さ！全体会議のテーマ「超我の奉

仕」の各クラブの発表では、まとめは断片的でありま

すが、勉強になりました。当クラブからは、青木君が

発表しました。 
ロータリーの哲学であり行動の指針、奉仕に対して

は、公正な、清い、誠実な心の精進に勤めることです。

そして、親睦、友情が奉仕を大きく育てます。新世代、

青少年の育成、地域と一体となって、奉仕の充実感、

喜びを味わいます。また、WCS でのフィリピンのＲ

Ｃとの友好など、世界に向けた奉仕の心を今後も育て

て行きたいと思います。 
本日は、新入会員の歓迎会をかねています。６人も

の会員を迎え、一日でも早く、ロータリー会員として

慣れ親しんでくれるよう、みんなで手を貸そうではあ

りませんか。宜しくお願いします。 

６．幹事報告 

○メーキャップ 

 和歌山ＲＣ 花畑重靖君        1/31 

  海南西ＲＣ  林 孝次郎君 花田宗弘君 2/2 

○例会変更のお知らせ 

 和歌山中ＲＣ 
3 月 3 日（金）→3 月 3 日（金） 

19:00～      県庁前「まつや」 
3 月 10 日（金）→3 月 10 日（金） 

19:00～     アバローム紀の国 
  3 月 17 日（金）→3 月 17 日（金） 

19:00～      県庁前「まつや」 
  3 月 24 日（金）→3 月 24 日（金） 

18:00～ ダイワロイネットホテル和歌山３Ｆ 
レストラン「サンクシェール」 

18:30～ 市内９ＲＣゴルフ表彰式 
懇親会 

  3 月 31 日（金）→3 月 31 日（金） 
19:00～     アバローム紀の国 
工事中につき、サインの受付はなし 

○休会のお知らせ 
  高野山ＲＣ 12 月 23 日（金）・12 月 30 日（金） 
  和歌山ＲＣ  12 月 27 日（火）・1 月 3 日（火） 
  和歌山城南ＲＣ 12 月 29 日（木） 
  打田ＲＣ   12 月 29 日（木）・1 月 5 日（木） 
 海南西ＲＣ  12 月 29 日（木）・1 月 5 日（木） 
 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会  

本年度の世界社会奉仕事業(WCS)で２月 23 日

からフリピン・ルバング島 RC、３月２日からマ

ンダウエ イースト RC を訪問します。 
 

８．次年度役員 

新垣エレクト以下、次年度の新役員が承認されま

した。 
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＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

２月のお祝い 
○会員誕生日 

６日 新垣 勝君   １９日 名手広之君 
１１日 土井元司君   ２１日 木地義和君 
１１日 楠部賢計君   ２６日 上南雅延君 
１４日 横出 廣君    

○奥様誕生日 

７日 奥村 聖様 

○結婚記念日 

  ３日 早川 満君   １４日谷脇良樹君 

  ３日 吉野 稔君   １５日金川龍一君 

  ４日 平尾寧章君   １６日上野山雅也君 

 １１日 前田洋三君 

○一般ニコニコ 

田中秀夫君  長らく欠席しておりますが、お弁当一

生懸命作らせて頂いております。 

吉野 稔君  田中（丈）さん、先日から色々とあり

がとう御座いました。 

名手広之君  ２回も名前呼んで頂いてありがとう。 

 

 

 新入会員  

 

◆（有）南海産業 産業廃棄物業  

代表取締役 井本 充彦 

◆（株）松風園 園芸  

取締役 的場 賢美 

◆横綱工業（株） インテリア雑貨販売  

社長 大谷 徹 

◆上田モップ製作所（有） モップ製造  

社長 上田 善計 

◆魚谷メンタルクリニック 精神科医 

院長 魚谷 幸司 

◆（有）サスケ 家具卸販売 

代表取締役 吉田 益巳 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新入会員の皆さん 

 

 

 

 

 

 

エジプトとニジェールが 
ポリオ非保菌国に、残るは 4 ケ国 

 

世界ポリオ撲滅イニシアテイが、エジプトとニジェ

ールの両国がポリオ発生源になる土着のウイルスが、

過去 12 ケ月間に伝播活動をしておらず、保菌国でな

くなったと、発表しました。ポリオ保菌国数の減少は、

ここ 3年、初めてで、其の結果、アフガニスタン、印

度、ナイジェリア、パキスタンの 4ケ国が、ポリオ蔓

延防止が出来てない国として残っております。 

世界ポリオ撲滅イニシアテイヴ牽引役の、国際ロー

タリー、世界保健機構（WHO）、米国疾病規制予防セン

ター（CDC）とユニセフ（UNICEF）が今年は全てのポ

リオ汚染地域で一価型(monovalent form)の経口ポリ

オワクチンの使用が成功の鍵であると発表しました。

今後の防疫では個々のウイルスに対応して一価型ワ

クチンがポリオウイルスのタイプ１と３を駆逐する

為に使用されます。”我が国では有史以来、ポリオが

風土病でした。時代の最善の道具を使用し、ファラオ

王朝時代から我が国に根付いていたこの敵を降伏さ

せました”とエジプトの保健大臣、ハテムモスタフア

エル・ガバリー博士（Dr. Hatem Mostafa El-Gabaly）

が語りました。エジプトでの、2005 年 5 月のワクチ

ン投与活動では、エジプトで流行していたポリオはウ

イルスタイプ１に対抗する為に一価型の経口ワクチ

ンが使用されました。人口稠密都市での、ポリオ伝染

防止に努力したエジプトと異なり、ニジェールでは、

人口過疎や、一部では遊牧民として広大な国土に分散

し、世界で最大のポリオウイルス発生源のナイジェリ

アァと、長い国境で接しているという問題に直面しま

した。ニジェールでは、遠隔地を含めて、数度に渉り

子供を対象にした防疫活動が行われました。2005 年

には、ニジェールでポリオが 9件報告され、それらの

全部がナイジェリアから侵入したものでした。エジプ

トとニジェールでの成功は、2004～2005 年に行われ

たアフリカの壮大なポリオ撲滅努力と、一価型ポリオ

ワクチンを特に選定された地域で使用した結果です。 

更に、効果的な防疫方法として一価型経口ワクチン

の使用で、2005 年下 4 半期に印度とパキスタンでの

ポリオ件数は前年同期に比較して半分以下に減りま

した。 ”これらの新しい道具を最大限に使用する為

に、ナイジェリア政府の各層が約束を忠実に守り、全

ての子供達がワクチンを受けるようにしなければな

りません”とナイジェリア、カノ（Kano）のジョナサ

ン マジアベ前 RI 会長が語りました。ナイジェリア

のポリオ発生件数の 9 割は、同国 37 州の中の 8 州に

集中しております。今年は残りのポリオ保菌 4ケ国で

の大規模な防疫に加えて、他国から輸入されたポリオ 

ウイルスで汚染された、８ケ国に対して大規模な一価

型ワクチンの投与作戦実施が必要です。 

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 


