
 
 
 
 
 
 
 

第 1444 回例会 18 年 5月 22 日(月) 
 海南商工会議所   12:30～ 

 

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74名 出席者数47名 出席免除会員2名 

  出席率 65.28％ 前回修正出席率 77.78％ 

 

４．会長スピーチ         会長 塩崎博司 
 皆さん、こんにちは。本

日の会員卓話は職業奉仕

委員長の山田耕造君から、

体験談と報告をお願いし

ています。よろしくお願い

します。地区の WCS 海外視

察でタイに行かれた方、ご

苦労様でした。  

 

５．幹事報告 

○メーキャップ 花畑重靖君  5/16 和歌山 RC  

○レート変更のお知らせ １＄＝１１０円 ６/1～ 
 
６．委員会報告 

○親睦活動委員会 青木美典委員長 

  ５月 28 日は家族会です。参加よろしくお願い

します。 

○楠部賢計 地区代表幹事 

    地区のＷＣＳ海外視察でタイに行ってきまし

た。当クラブからは、平尾ガバナー、小椋孝一君、

寺下 卓君が参加しました。 

 

７．会員卓話    職業奉仕委員長 山田耕造 
 地区協議会で「他人が得

をするのが職業奉仕という

こと。自分の仕事をしっか

りやって、お客さんがリピ

ーターになる」「相手のため

にしたことが、自分に返っ

てくる」以前、橋本住職の

卓話で聞いた「回向」の話

と考え合わせて、よくわかった。 
○海南から登記所（法務局）がなくなる 
 和歌山法務局まで行かないと閲覧できないなど不

便になります。 
○不動産登記法の改正について 
 ①司法書士業務の場合保証書制度が廃止され、権利

書紛失等、本人の確認が難しくなり、登記済証（権利

書）がなくなりオンライン申請になります。登記簿識

別証書は、数字とアルファベットの 3 桁の４つの組み

合わせで表示されます。②土地家屋調査士業務につい

ても手続き上面倒なことが起こります。コンピュータ

化に伴ってオンラインで送れない図面などは直接持

参しなければなりません。また、世界測地系測量図と

なり、筆界特定制度により、最近、多い境界に関する

争いは少なくなりますが、自分の土地は自分で守るよ

うにしてください。裁判になったりしますと 2 年以上

かかる場合があり、費用もかかります。 
 
７．次回例会 

第 1445 回例会 平成１８年５月 28 日（日） 

  紀美野町 ふれあい公園 家族会 

 

＊＊＊ ニコニコ・ＢＯＸ ＊＊＊ 
 塩崎 博司君  神社本庁創立 60 周年式典に出席

するため上京します。孫が東京に

いるので楽しみです。 

 宇恵 弘純君  17 日にマーキュリーの会があり、

深谷さんの船で淡路島へ行って

きました。警察友の会の総会が盛

大に開催することができました。

ご協力、感謝します。田辺東 RC

の皆さんと橋本 RC 記念ゴルフの

あと懇親会でご一緒しました。 

 山田 耕造君  昨日、岩出の緑化センターで花の

撮影講習会があり、花畑さんにお

世話になりました。本日、卓話い

たします。 

 新垣  勝君  楽しいことがありました。詳しい

ことは聞かないでください。 

 小椋 孝一君  無事に WCS のタイへ行ってきま

した。 

 寺下  卓君  WCS のタイ視察に行ってきまし
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た。小椋さん、有り難うございま

した。マーキュリーの会で深谷さ

んはじめ、皆さんにお世話になり

ました。 

 西川 富雄君  17 日、マーキュリーの会で深谷

さんはじめ、皆さんにお世話にな

りました。久しぶりに爽快感を味

わいました。 

 深谷 政男君  マーキュリーの会のちゃんちゃ

ん焼き美味しかったです。 

 土井 元司君  マーキュリーの会、お世話になり

ました。田辺東 RC との懇親会ご

苦労様でした。宇恵さん、桑添さ

ん、上中さん、田村健治さん、谷

口さんが参加しました。 

田村 健治君  昨日のゴルフコンペで成績がよ

かったのでご褒美です。 

木地 義和君  マーキュリーの会でクルージン

グにオブザーバーで参加させて

いただきました。 

山畑 弥生君  マーキュリーの会、深谷さんをは

じめ、皆さんにお世話になりまし

た。 

橋爪 哲生君  お世話になりました。（多額を頂

戴しました） 

  

 

 

 

 

災害復旧にＤＤＦを６月末日迄に使用 
今年は３件の災害復旧寄付用特別勘定の寄付締切

日が２００６年６月３０日に延期されましたので御

利用下さい。 
 昨年後期に発生したパキスタン、印度、アフガニス

タン地震、メキシコ グアテマラのハリケーンによる

洪水と地滑り、アメリカ、フロリダの洪水被害を支援

の為に、特別勘定が設置されており、次の書式を使用

して下さい。 
 
disaster recovery 
District Designated Funds contribution form (.pdf). 
項目名は次の通りです。 
"Hurricanes Stan and Wilma in Mexico/ 

Guatemala;" 
"Hurricane Wilma in Florida;" 
"Earthquakes in India and Pakistan” 
 
会員各位は、地区ガバナーに連絡して、使用可能な未

使用ＤＤＦ額を確かめて下さい。上記とは別に、オン

ラインでも災害支援寄付が出来ますし、次の用紙をダ

ウンロードしても、寄付が出来ます。 
 
 the general Disaster Recovery contribution 
form(.pdf) 

アフリカ連合議長にポリオ撲滅賞 
 ＲＩが、アフリカ連合のアルフア・オウマール コ

ナレ議長にポリオ撲滅決意を賞して、ポリオ撲滅チャ

ンピオン賞を贈りました。コナレ議長は、西アフリカ

のマリ共和国の前大統領で、５月４日に、ナイジェリ

アのアビュジャでサム・オクゼト前ＲＩ理事から賞を

受け、世界ポリオ撲滅イニシアテイヴの代表者、報道

関係者、ロータリアン達が出席しました。オクゼト前

ＲＩ理事は”全世界の１２０万のロータリアンに代わ

り、ポリオの無い世界実現の約束をされたコナレ教授

にこの賞を呈するのを光栄に存じます。指導力と献身

を通じてアフリカ諸国が成功裡にこの共通の問題に

一致団結して対応することになりました”と述べまし

た。これに対して、コナレ議長はアフリカでのポリオ

対策の継続を約束し”私は貴方の側で働く兵隊です。

私の支援を約束します”と述べ、”人道的なプロジェク

トには常にロータリが在り、問題のある所にはいつも

ロータリーの手が在ります”とコメントしました。 
 ２００１年に、コナレ教授がマリの大統領で、西ア

フリカ諸国経済圏の委員長の職に在った時に、同地域

での最初のポリオ防疫キャンペーンを実施しました。

コナレ前大統領は、西アフリカ地域での、ポリオ撲滅

対策を詳細に示したルンギ宣言に、ナイジェリアのオ

バサンジョ大統領や他の西アフリカ共和国の主席と

一緒に署名しました。アフリカ連合委員会委員長とし

て１０月の西部・中央アフリカ統一防疫日を統括実施

し、２３ケ国で８，０００万を越す児童を防疫しまし

た。更に、コナレ前大統領は、２００５年のＡＵサミ

ットで、参加国が、全ての子供がポリオ ワクチンを

受けるように要請する事を議題に入れました。 
 ポリオ撲滅チャンピオン賞はポリオ撲滅目標達成

に絶大な功績のあった組織や、世界の指導者に与える

為に、１９９５年に創立されました。今迄に、クリン

トン前大統領、シン印度総理大臣、アナン国連事務総

長等が受賞しました。 
 
ロータリーの古い什器を発見 
 ４月９日にシカゴＲＣの代表者一行がエド布田Ｒ

Ｉ事務総長に特別のコーヒーセットを贈りました。 
 このコーヒーセットはチェスリー’チェス’Ｒ．ペリ

ーＲＩ初代事務総長に贈られたもので、数１０年前に

シカゴＲＣの所有になりましたが、現在の会員達はこ

の事を昨年の事務所移転準備作業中に発見されるま

で知りませんでした。シカゴＲＣのイーヴイ・アルセ

イカー会長は現事務総長に手渡すのが最も良いと考

え、世界中からの訪問者が多いので、ここに置くのが

最適と考えました。このコーヒーセットは１９１６年

１２-１３日にニューオーリンズで開催されたアメリ

カ南部地域ロータリークラブ会議で、ペリー事務総長

に贈られたもので、贈呈式は、ロータリーの創始者、

ポールハリスの誕生日に合わせた事も、歴史的な意味

を持ち、このコーヒーセットは、ＲＩ本部ビルの１８

階に他のロータリーの記念品と同じ場所に陳列して

あります。 

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 


