
 
 
 
 
 
 
 

第 1441 回例会 18 年 5 月 1 日(月) 
 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50名 出席免除会員2名 

  出席率 69.44％ 前回修正出席率 91.67％ 

 

５．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 みなさん、こんばんは。

今日は、ポリオプラスプ

ログラムについてお話

いたします。 

 1985 年～2003 年末ま

で、国際ロータリー財団

と提携団体(WHO,UNICEF 

,CDC)の活動の結果、20

億人を超える子供達に

ポリオワクチンの接種

によって、ポリオ蔓延国

125カ国以上から６カ国

へと減少しました。ロータリー１００周年の 2005 年

には地球上からポリオを完全に駆逐するべく努力さ

れたのですが、野生型ポリオ・ウイルス、撲滅の困難

又戦乱、宗教等の障害で完全接種の困難さにより、エ

ジブト、ニジール、ナイジエリア、インド、アフガニ

スタン、パキスタンの６カ国が残りましたが、ロータ

リーの友４月号のエバンストン便りによると、2005

年５月から、個々のウイルス株をなくしていくために、

第１型と第３型個々のウイリス株に有効なワクチン

が使用され、エジブトとニジエールでは１２ヶ月以上

ポリオが発症していないことからポリオ蔓延国では

ないと発表されました。 

 残る４つのポリオ蔓延国での、大規模な予防接種に

加え、今年は特定ワクチンを使ってポリオが飛び火し

たニッジエールの８州に於いて、一大推進計画を実施

する必要がありますと伝えています。地球上からポリ

オを無くすために後暫く皆様方のご協力を宜しくお

ねがいします。 

 

６．幹事報告 

○例会臨時変更 
 打田ＲＣ  5 月 18 日（木）→5 月 18 日（木） 

16:00～ 和歌山マリーナシティ 
（職場見学） 

○休会のお知らせ 
高野山ＲＣ 5 月 5 日（金） 

 
７．次回例会 

第 1442 回例会 平成１８年５月８日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
５月のお祝い 

○会員誕生日 

 ５日 花田宗弘君   １９日 島村佳郎君 
 ８日 塩崎博司君 
○奥様誕生日 

 １日 小椋安子様    ６日 中村多美子様 

 １日 田中恵美子様   ８日 田中洋子様 

 ４日 宮田康子様   ２４日 田中一代様 

○結婚記念日 

 １日 島村佳郎君    ５日 大江久夫君 

 ５日 谷口誠也君   １８日 山名正一君 

 

○一般ニコニコ 

阪口洋一君  先日、孫が誕生しました。 

       ＩＤＭ．宮田敬之佑さん、塚本さん、

山野さん、金川さん、的場さん、お世

話になりました。有難うございました。 

柳生享男君  ＫＦ会２位でした。 

木地義和君  岡田先生、ご無沙汰です。拝顔出来て

嬉しいです。 

山畑弥生君  ＫＦ会楽しかったです。ありがとうご

ざいました。 

岩井克次君  みなさんに選挙でお世話になりまし

た。ありがとうございます。 

前田洋三君  ４月２７日より、海南飲食業組合は、

出前、配送業務を活用し、「地域、安

全、安心パトロール」を実施致す事に

なりました。 

中村雅行君  旭日双光賞という勲章を頂きました。
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５月１０日に受賞表彰式があり、その

後皇居へ拝謁に参ります。 

林 孝次郎君 スポーツ新聞に屋久島で４ｍの崖か

ら落ちて亡くなったと出ていました。

前行ったとき、階段の板の幅が１ｍも

無いくらいで危ないと思っていまし

たが、２年程前花田さん、上南さんと

３人で台湾の阿里山のトレッキング

に行ったとき、板の幅が２ｍもあり、

手すりもあって、日本と台湾では安全

面で相当差があるなと感じました。 

新垣 勝君  中村さん旭日双光賞受賞おめでとう

ございます。岡田先生、久しぶりに来

て頂いてありがとうございます。ちな

みにポリオプラスの初代委員長でも

あります。それから土井さん、昨日５

時間もカンヅメで奨学生のカウンセ

ラーの研修会ご苦労さまでした。 

土井元司君  昨日１時から４時までみっちり米山

奨学生のカウンセラーの講義を受け

ました。来週オーエシさんという桃山

学院大学のもう博士になろうかとい

う立派な奨学生が来ます。 

山野 明君  ウチの地主さんが勲章をもらいまし

た。そろそろ地代を下げてくれるかと

期待しています。 

宮田敬之佑君 岡田先生、久しぶりに出席されて本当

にうれしゅうございました。 

塩崎博司君  会長としてあとわずかとなり、久しぶ

りに船を出して釣りに行って来まし

た。今迄例会のスピーチを考えると釣

りどころではなかったのですが、これ

から落ちついたら釣りを楽しみたい

と思っています。 

吉野 稔君  宇恵さん、警察友の会会長就任おめで

とうございます。ごくろうさまです。 

西川富雄君  この前２８日に５人で岩出へ飲みに

行きまして、途中記憶が途切れるほど

楽しかったのです。車の中に寿司が一

つ忘れてあって、オフクロに食べさせ

ようと思っていたのに実は土井さん

ので、皆に笑われたり怒られたり散々

でした。もう深酒はやめようと思って

います。 

宇恵弘純君  その５人の中に私も入っていまして、

他には西川君、土井君、寺下君、中西

君でみな強いこと強いこと。その後、

西川君に誘われて行った和歌山の店

が昔を思い出す楽しい一夜でした。 

 次に警察友の会ですが、前会長が体調

不良で副会長６人いますが、若返りと

いうことで会長にならされました。こ

れからは交通ルールを守り、警察と協

力して住みよい町になるよう会員増

強に務めたいと思いますのでよろし

く。もう７，８名新しく入ってくれて

います。 

前田洋三君  お手元の抽選券にお名前を書いて半

券を置いていって下さい。飲食組合も

出前配送を利用して地域安全パトロ

ールで協力していますのでよろしく。 

山名正一君  警察友の会の企画広報部会長から副

会長になりました。警察協議会の会長、

職警青の副会長もしています。 

中西秀文君  貴志川でバーティー３つとりました。

岩出・和歌山での５人の会とても愉快

でした。 

ＩＤＭ５組 

◎吉田昌生、○田村健治、中村文雄、大澤、新垣、

宮田貞三、魚谷、山名、山本 

出席率１００％ 残金です。 

 

 

 

 

 

 

２００７年規定審議会への提案締切りは 
６月３０日まで 

２００７年規定審議会への立法案提出締切り日は

２００６年６月３０日です。締切り日後に受けとった

提案は審議されませんので、成るべく速く提出して下

さい。ロータリーの議会である、規定審議会はクラブ、

地区大会、ＲＩＢＩ審議会、ＲＩＢＩ大会、ＲＩ理事

会、が提出する全ての制定案と決議案を審議し処置す

る為に３年毎に開催されます。次の規定審議会は２０

０７年４月２２-２８日にシカゴで開催されます。 

Ｔｈｅ Ｒｏｔａｒｉａｎ誌４月掲載の追加情報

を御覧下さい。 

 

ナイロビの住民 
ロータリーの再植林の世話を！ 

昨年４月にケニア、ナイロビのロータリー クラブ

が協力してロータリーの１００年記念に同市外に再

植林プロジェクトを立ち上げました。昨年、このプロ

ジェクトの連絡役を勤めたナイロビ イーストＲＣ

のハリー ムゴ（Ｈａｒｒｙ Ｍｕｇｏ）会員が”次

の１００年間、カルラの森（Karura Forest）に毎年

ロータリーが植樹をして、失った緑を回復したいと考

えました”。然し一年経って、誰も予想していなかっ

たが、一般や産業界の”友好的な乗っ取り”に会いま

した。 

 ”今年はカルラへ植林に行く必要が無くなりま

した。このプロジェクトは非常に上手く進められ、多

くの人達が色々な機会に植樹をしており、銀行、報道

関係や他の組織が植樹地帯全部を管理しています”

と、このプロジェクトに力を注いできたウエストラン

ズ ナイロビ（Westlands-Nairobi）RC のバイマル 

カンタリア（Bimal Kantaria）会員が語りました。 

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 


