
 
 
 
 
 
 
 

第 1437 回例会 18 年 4 月 3 日(月) 
於 海南商工会議所   18:30～ 

 

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．出席報告  

会員総数 74 名 出席者数 48 名  

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 81.94％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 タンポポの会ご苦労さ

んでした。 

 今月はロータリー雑誌

月間です。 

毎月はじめに配布される

「ロータリーの友」これは

１９５３年（昭和２８年）

１月の創刊で、これが発展

し続けて１９８０年（昭和

５５年）晴れてＲＩ公式地

域雑誌として、承認されました。 

 ＲＩ手続き要覧には、会員身分の保持の条件とし

て、地域雑誌の有料講読者となり、本人が会員とな

っている限り購読を続けなければならない。となっ

ています。（ＲＩ細則 20,03,1） 

 この様なことを紹介しましたが、私とて友に目を

通すようになったのは、役職を勤めるようになって

からで、偉そうなことは言えません。友を机の上に

置いていたところ、家内が俳句や和歌の記事を読み

一流の有名な選者が出ていると云って友の来るの

を楽しみにしています。 

 友の頁は横書きと縦書きと有りますが、横書きは、

ロータリー公式誌の使命としてＲＩの指定記事を

必ず掲載することを義務付けられているもので、ロ

ータリーに関する学習テキスト、として。縦書きの

記事は、各クラブの活動状況、報告、会員間の意見、

地区大会の講演要旨、読み物として「風紋」その人、

その人生等でございます。 

 どうかお読みいただいて、ご活用の程お願いいた

します。 

５．幹事報告 

○例会変更のお知らせ 

 打田ＲＣ 
4 月 27 日（木）→4 月 27 日（木） 

受付 12:00～ 根来寺 本坊 
（粉河・岩出・打田３クラブ合同例会） 

 

６．委員会報告 

○親睦活動委員長 青木美典 

家族会は５月２８日に決まりました。 

 

７．次回例会 
第 1438 回例会 平成１８年４月１０日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 
 
 
 
 
 
 
 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 

４月のお祝い 
○会員誕生日 

１日 田中昌宏君   ２５日 田村能孝君 
３日 辻 秀輝君   ２６日 西川富雄君 
４日 林 孝次郎君  ２７日 的場賢美君 

 １５日 山名正一君 
○奥様誕生日 

１日 上南完子様   １４日 土井富子様 

  ３日 山田喜代美様  １５日 上田としゑ様 

  ４日 岡田英子様   ２３日 谷脇真知子様 

○結婚記念日 

  ５日 田中秀夫君   １９日 小久保好章君 

１０日 中尾享平君   ２３日 山畑弥生君 

 １０日 吉川博之君   ２６日 宇恵弘純君 

 １３日 中西秀文君   ２８日 岡田雅晶君 

 １６日 桑添 剛君   ２９日 横出 廣君 

 １６日 名手広之君 
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○一般ニコニコ 

上田善計君  娘の結婚祝ありがとうございました。 

深谷政男君  孫のサッカークラブが優勝しました。 

新垣 勝君  たんぽぽの会新聞に載っていました。

中村社長のおかげです。 

 ２０年間医師会の仕事をして来まし

たが、３月３１日をもって終わりまし

た。ホッとすると同時に少し寂しいで

す。 

塩崎博司君  たんぽぽの会、ご協力ありがとうござ

いました。 

宮田敬之佑君 お酒 梅一輪ありがとうございました。 

花畑重靖君  海南文化協会６０周年記念式典、無事

終えました。ご協力ありがとうござい

ました。 

吉野 稔君  次期の幹事です。宜しくお願いします。 

谷口誠也君  このお酒（梅一輪）を造るのに２ヶ月

ロータリーを休みました。 

前田洋三君  飲食組合の店を３軒まわると、韓国旅

行等に当たるカードがもらえます。 

宇恵弘純君  ４月２６日は結婚記念日と孫の誕生

日です。 

 新入会員の皆様で県和商出身の方が

いらっしゃいましたら、マーキュリー

の会へ入会して下さい。 

谷脇良樹君  マーキュリーの会で、お酒も飲まずに、

おいしい料理を頂き、帰り黒潮温泉へ

いってマッサージをしてきました。 

宮田貞三君  寒い１日でしたが、温室の中はあたた

かく、会員の皆様多数参加して頂いて

おかげさまで、たんぽぽの会のふれあ

い会、楽しい１日を過ごさせて頂きま

した。 

木地義和君  たんぽぽの会「いちご狩り」ご苦労さ

までした。 

山畑弥生君    〃 

青木美典君  家族会、５月２８日（日）と決定させ

ていただきます。 

上南雅延君  たんぽぽの会お世話になりました。い

ちご狩りは大変喜んでいました。 

阪口洋一君  たんぽぽの会欠席しました。 

山田耕造君  今治のタオル美術館で孫と遊んでき

ました。なかなかいいところでした。 

 

 

 

 

 

水の危機迫る 
水は生命です。成人は食物を数週間摂

ら無くても生き延びられますが、赤ん坊

は水が数日間無ければ死にます。現在、

脅威的な数の人間が毎日、水を摂るのに

苦労しております。”考えるのを躊躇う

程で、12 億人に安全な飲料水が無く、24 億人が非衛

生的な水を摂取しております”とカナダ、トロント・

エグリントン（Toronto・Eglinton）RC の会員で、

2005-06 年度の「水、保健、飢餓問題グループ」（Water, 

Health,and Hunger Concerns Resource Group）のロ

ンデンハム（Ron Denham）連絡委員長が述べました。 

アフリカやアジアの

田舎では、水汲みに自分

達の家族や子供の世話

をする時間を割いて、毎

日数時間を費やしてお

り、其の水も往々にして

汚染され、水から病気を

運んできます。国連によ

ると、毎日、6,000 人近

い子供が危険で、非衛生

的な飲料水で死亡しております。皮肉なことに、我々

の”青い天体”で、水が浪費されているようです。水

は地球の 3 分の２を超える地域を覆っておりますが、

それの、只の 2.5 パーセントが清水で、それの 99.7

パーセントは氷河や氷原、山岳地帯に在り、使用不能

です。これは、地球上の 0.3 パーセントの水を全人類

が分ち合っている事になります。更に、清水の量は変

わりませんが、これに頼る人口が増加を続けます。水

のように毎日必要な物が、多くの他の事柄と一緒に人

類の生存に関係しております。このように、大きな問

題への挑戦と、無数の人達に影響を及ぼす問題に対し

て、ロータリーは如何にし

て、望みを持って変化に対

応するのでしょうか？デン

ハム会員が言うには、清水

を入手出来ない人達に、驚

く程簡単な技術があります。

クラブが地域のニーズを見

極めて行えば、継続的に良い結果が出ます。バイオサ

ンドフィルターズ（Biosand Filters）は安価で汚染

した水を、飲める水に変換する信頼出来る方法です。

カナダのアルバータ州、カルガリーのロータリアン達

がハイチに工場を建て、同国でフィルター製作を実行

しました。浄水用にあまりにも安価な道具なので信じ

られないかも知れません。プラスチック製のソーダ水

用の壜を使います。ポリエチレンテレフタル塩酸

（PET）の壜に汚水を入れ、日光に当てます。日光が

全てを処理して呉れます。 デンハム氏は”ガラス壜

は駄目。PET プラスチックなら出来ます”と述べ、問

題はこれを周知させる事が大事で、3 月 22 日に「世

界・水の日」 が好機と考えます。”各ロータリーク

ラブが其の週に水に関する卓話者を選ぶ事を奨めま

す”と同氏が語りました。水に関するプロジェクトは

世界中のロータリークラブにより異なりますが、必要

です。”大事なのは、この事業が広大である事に怯ま

ない事です。現実にはロータリアン達が、自分達の方

法で実行する事で、世界中の水で被害を受けている人

達に大きな影響を与える事です。簡単な金言を思い出

しました。「千里の道も一歩から」 

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 


