
 
 
 
 
 
 
 

第 1458 回例会 18 年 9月 11 日(月) 
   海南商工会議所   12:30～ 

 

１．開会点鐘          会長 新垣  勝 
２．ロータリーソング      「我等の生業」 
３．出席報告  

会員総数71名 出席者数49名 出席免除会員1名 

  出席率 70.00％ 前回修正出席率 80.00％ 

 

４．会長スピーチ        会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。ガ

バナー公式訪問例会も

無事すみました。例会に

先立って行われました

会長・幹事会もなにも問

題はありませんでした。

ＷＣＳ委員長会議に田

村健治さん、ロータリー

財団委員長会議に小椋

さん、青少年交換委員長

会議に林さん出席ご苦

労様でした。今月は「新世代のための月間」になって

います。新世代の手本となるよう率先して行動するよ

うお願いします。 
 

５．臨時総会 
先日予告しておりましたクラブ定款・細則・慶弔規

程の改正についておはかりします。 
定足数は本クラブ細則第４条第３節によれば、クラ

ブ会員数の三分の一以上となっておりますので、本会

は成立します。改定案については、食事中にお目通し

戴いたと思います。 
先ず定款ですが、第３条 クラブの所在地 「本ク

ラブの所在地域は、次の通りとする：海南市全域、野

上町、美里町、および下津町」の記載を「本クラブの

所在地域は、次の通りとする：海南市全域、および紀

美野町」に変更する案について、意見、質問を求めた

ところ、賛成多数で可決しました。 
 引き続きクラブ細則ですが、大幅に変更する改定案

になっております。改訂の趣旨は「第１条に 定義 

の項を新設したこと」「会長ノミニー制の新設に伴う

もの第２条 理事会 第３条 理事および役員の選

挙 第１節 の変更」｢旧第７条 委員会 と旧第８

条 委員会の任務 の項目が煩雑のため整理し、表現

を変え新にロータリー財団委員会を独立させ、米山記

念奨学会委員会を新設したこと｣です。意見、質問を

求めたところ、賛成多数で可決しました。 
 慶弔規程についても不備な点を改訂しました。お目

通し下さい。できるだけ早く製本してお手元にお届け

いたします。 
 
６．幹事報告 
○例会臨時変更のお知らせ 
有田 RC 9 月 14 日（木） 9 月 14 日（木） 

18：30～ 橘家 
（有田３クラブ合同ガバナー公式訪問） 

粉河 RC 9 月 20 日（水） 9 月 20 日（水） 
12：00～13：00 PURE 皆楽 

和歌山南 RC 9 月 22 日（金） 9 月 21 日（木）

18：30～ アバローム紀の国 
（ガバナー公式訪問 城南 RC との合同例会） 

高野山 RC 9 月 22 日（金） 9 月 21 日（木） 
12：30～ 恵光院（高野山） 

３クラブ合同例会（橋本・橋本紀ノ川 RC） 
和歌山東 RC 9 月 28 日（木） 9 月 25 日（月） 

18：30～ ホテルグランヴィア和歌山 
（ガバナー公式訪問 和歌山北 RC との合同例会） 

 

７．委員会報告 

○国際奉仕委員会 林委員長 

 10 月の台湾・彰化東南ロータリークラブ訪問の参

加者の皆さん、例会終了後、お集まりください。 

 

８．会員卓話 

○世界社会奉仕(WCS)委員会    田村健治委員長 
クラブ世界社会奉仕委

員長会議の報告をします。 
・基本姿勢 
 水管理、識字、保健・飢

餓問題を重点にＩＭまた

はクラブ単位でのクラブ

主導型ＷＣＳ活動を推奨。

最重点は水問題、現在飲料

水は全水量の 0.07％、持っ
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ている国は６カ国。将来金より水を持っている方が強

い国といえる。 
・活動計画 
 ガバナー挨拶：２６４０地区中  クラブが独自で

ＷＣＳ実行中だが、全てのクラブがかかわる事が今期

の重点目標。 

単独では果たし得ない世界的社会奉仕のＩＭ単位で

の実施に対しても支援していく。 

１．地区ＷＣＳファンドの活用 

２．国際奉仕委員長会議の開催 

３．地区内クラブへの情報と支援 

４．海外視察の実施 

 今年度はタイ王国 （５月１２～１６日、２２クラ

ブから９５名が参加） 

次国はインドネシアの予定 

マッチング・グラント：ロータリークラブと地区が

他国のロータリアンと協力して、人道的な世界社会奉

仕プロジェクトを遂行するのを援助するのが目標で、

条件は国際的規模のものでなければならない。 

国際的とみなされるためには、最低２カ国における少

なくとも２つのロータリークラブまたは地区が必ず

関与していること。 

・有田南ＲＣのＷＣＳについて 

２００２～２００３、韓国のクラブ（姉妹提携中）

とマッチング・グラントを計画、７月に申請し、８月

に認可された。これは有田の身寄りのない老人が社会

復帰するための訓練機械を提供するプロジェクト（韓

国から寄付を受けるのは日本で初の事）。 
 

○ロータリー財団委員会      花畑重靖委員長 

ロータリー財団地域セ

ミナーの報告をします。 

・ロータリー財団の組織

と使命 

ロータリー財団は、１

９１７年、米国ジョージ

ア州アトランタで開催さ

れた国際大会において、

アーチＣ．クランフが「全

世界的な規模で慈善・教

育・その他社会奉仕の分

野でよりよきことをする

ために基金をつくろう」と提案したことに始まり、１

９２８年国際大会でロータリー財団と名づけられ、１

９３１年に信託組織となり、１９８３年に米国イリノ

イ州法の法令の下に非営利財団法人となりました。 

・奉仕活動と資金調達は車の両輪 

人類は一つです。世界中の貧困や飢餓が減少し、社

会が向上し、世界が平和にならない限り、私たちの真

の平和はありえません。私たちのロータリー財団が地

域社会や国際社会への奉仕をさらに強化、増大してい

くためには、奉仕活動の充実と資金面の援助が大変重

要になります。 

・ロータリー財団のプログラム 

ロータリー財団プログラムには次の３種類があり

ます。それは教育的プログラム、人道的補助金プログ

ラム、ポリオ・プラス・プログラムです。（２００２

年４月の管理委員会決定）。 

１．教育的プログラムは、五つあります。国際親善

奨学金プログラム、国際問題研究のためのロータリ

ー・センター・プログラム、大学教員のためのロータ

リー補助金プログラム、研究グループ交換プログラム、

ロータリー平和および紛争解決研究プログラム

（Rotary Peace and Conflict Studies Program）。 

２．人道的補助金プログラムは、四つあります。地

区補助金、ボランティア奉仕活動補助金、マッチン

グ・グラント、3-H（２００５－０６年度に復活）。3-H

計画準備助成金（廃止）。 

３．ポリオ・プラス・プログラム。 

・ポリオの予防接種を受けた子供の数 

ａ．ロータリーがポリオ・プラス・プログラムを開

始した１９８５年以来： 

 「国際ロータリーとその財団、および私たちのパ

ートナーの努力で、２０億人以上の子供たちがポ

リオ・ワクチンを投与されました」 

ｂ．２００５年における予防接種： 

「２００５年における世界的ポリオ撲滅活動の

一環として、４９カ国で４億人以上の子供が予防

接種を受け、２２億ドースのポリオ・ワクチンが

使用されました」 

・ポリオのない国に居住する子供たちの割合 

 「１９８８年に、世界の１０パーセントの子供た

ちがポリオのない国に居住していました。そして２

００６年の１月１日現在、世界の７０パーセントの

子供たちがポリオのない国に居住しています」 

・ポリオの症例の減少 

 「ロータリーがポリオ・プラス・プログラムを開

始して以来、ポリオの症例数は、９９％以上も減少

しました」 

・子供１人あたりのワクチン費用 

 「１人あたりわずか米貨６０セントのワクチンを

使うことで、子供をポリオから守ることができま

す」 

ロータリー財団への寄付 

 Contr ibution to The Rotary Foundation 

年次給付と恒久基金 

 Annual giving and Permanent Fund 

ポール・ハリスの死に際し、ロータリアンが財団へ

の寄付を通じてポール・ハリスの夢に血を通わせたの

は、この偉大なる人物に敬意を払ったからです。 

ロータリー財団には二つのニーズと二つの寄付方

法があります。その一つは年次寄付です。年次寄付は、

財団プログラムを継続させるための燃料の役割を果

たしています。毎年クラブと地区は、年次寄付の目標

額を設定し、ロータリアンは毎年、これらの目標額を

達成するために努力しています。このような財団の継

続的支援のことを「年次寄付」といいます。「年次」

というのは毎年続けられるからであり、３年後のプロ

グラムに寄付金が使われます。 

２００１年規定審議会で西暦２００５年までに毎
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年１人あたりの寄付を１００ドルにする決議（０１－

２７６）が採択され、さらに２００４年規定審議会で、

Every Rotarian, Every Year（毎年あなたも１００ド

ルを）が支持されました。（０４－１５７）。ロータリ

ーで１人あたりの寄付というときは、年次寄付につい

ての１人当たりの寄付であり、寄付総額を会員数で割

ったものでないという点にご留意下さい。 

二つ目は恒久基金です。恒久基金とは管理委員会が、

世界理解と平和のためのロータリー財団基金（１９８

２年に発足）に代わるものとして、新たに採択した名

称です。管理委員会は、この基金の目的を世界中のロ

ータリアンによりよく理解してもらうために、この改

称を行いました。新しい名称の「恒久基金」は、この

基金の本質的特長を表現しています。 

２００６年３月３１日現在、ロータリー財団恒久基

金の累計額はＵＳ＄１億８，８００万ドルです。予測

額（収益や契約）は、２００６年４月３０日現在、３

億３０万ドルで総額４億８，８３０万ドルです。目標

は２０２５年までには１０億ドルとするのが夢です。 

年次寄付と恒久基金寄付は同時に重要であり、両方

でお互いに補い合っています。年次寄付は今日の財団

プログラムを支え、恒久基金は明日へのプログラムを

安定したものにします。またこの違いをロバート・バ

ース元ＲＩ会長は「年次寄付は、毎日庭に水を撒き、

花々に水分を供給するようなものです。恒久基金はい

つでも水がまけるように、十分な水を用意している貯

水池のようなものです」と語っています。 

恒久基金は金額を問わず、いくらでも寄付すること

ができます。通常１，０００ドルの寄付者はベネフェ

クター（後援者）として、ポール・ハリス・フェロー・

ピンまたは他の適切なピンと共に着用できるバッジ

と認証状を受け取ることができます。 

 
９．次回例会 
第 1455 回例会 平成１８年９月２８日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
 

10. 閉会点鐘 

 

 

 

９月お祝い 

○会員誕生日 
 １日  桑添 剛君  １７日  柳生享男君 
 ８日  上芝良造君  １８日  荻野昭裕君 
 ９日  山田耕造君  ２５日  大谷 徹君 
１２日  吉田益巳君  ２８日  岸 友子君 
１６日  大澤祥宏君 
○奥様誕生日お祝い 
 ４日  深谷恵子様  １４日  吉川かつ美様 
 ８日  柳生多恵子様 １８日  田中順子様 
１１日  大江由美子様 ２０日  山畑雅志様 
○結婚誕生日 
１７日  辻 秀輝君  ２９日  魚谷幸司君 
１７日  柳生享男君 

○一般ニコニコ 
林 孝次郎君 辻先生、地図ありがとうございました。 

迷わず南アルプス歩けました。花田さ

んと一緒に。５泊６日で２０kg のリ

ュック背負って歩いたんですけど、ま

ぁ、よう体力続いたなって思って喜ん

でおります。もうひとつは、山野さん

に四国瀬戸内海走ってきて三日間船

で遊ばせてもらいました。 
辻 秀輝君  １００名山の中でもっとも難しいと

いわれている山です。北海道の屋根大

雪山から、襟裳(えりも)岬に連なる日

高山脈の盟主(2052m)で、アイヌ語で

幌(ポロ＝大きな)尻(山)という意味だ

そうです。無人小屋に泊まり(自炊)、
おまけにこの山は、『熊(ひぐま)の出

る確率が高い』といわれているそうで

すが、幸か不幸か、出会いませんでし

た。『渓流』は、『地下足袋』と『わら

じ』でいったのですが、すぐ切れてし

まいました。北海道でも、もっとも山

深い地域で、最後の日は、１４時間半

『歩きづめ』でしたが、腰下肢痛も起

こらず、中川 Dr.の手術のお陰で、体

は『完治』しました。 
山野 明君  林さんと花田さんにお世話になって

瀬戸内海のクルージング気持ちよか

ったんですけど、２００馬力のエンジ

ンを焼いてしまいました。 
新垣 勝君  三軒ガバナーの公式訪問の際クラブ

からお土産を渡したら、逆にガバナー

さんから河内長野名産のつまようじ

セットを送っていただきました。 
中西秀文君  ９月２日、３日ですけど、和歌山県の

歯科医師会のレクレーション大会が

ありました。私は責任者で、成功に終

わって本当によかったです。いろいろ

お世話になった方がおりますので、あ

りがとうございました。 
山田耕造君  子どもと孫が誕生日を祝ってくれる

ということで、串本の海中公園で遊ん

できました。 
田村健治君  今日会議報告をさせていただきます。 

花畑重靖君  ロータリー財団地域セミナーの報告

させて頂きます。 

新垣 勝君  ガバナーさんに河内長野特産のつま

ようじセット頂いたので。 
中尾享平君  長い事、休ませて頂きました。体調も

回復し、全快致しました。 
大変皆様にお世話になりました。 

       今後ともよろしく。 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
ＲＩ会長メッセージ 
 異文化間の懸け橋 
 

親愛なる同僚ロータ

リアンの皆さん、国際ロ

ータリー会長はロータ

リーのプログラムの中

に「お気に入り」のもの

をもつことができませ

ん。けれども私たちが過

ごしてきた何年もの間、

ロータリーの家族の一

員として、ローナと私は、

常に若い人々のためのロータリーのプログラムに特

別な愛着をもってきました。 

ロータリーの未来にとって 
 インターアクト、ローターアクトのようなプログラ

ム、それにロータリー青少年指導者養成プログラム

（ＲＹＬＡ）は、それらに参加した人ばかりではなく、

ロータリーの未来にとっても、とても大きな価値をも

っているのです。 年端もいかないころから奉仕活動

に親しむことによって、ロータリーの生涯教育、すな

わち他人を助けることによって得られる満足感、良い

友人たちと一緒に行う善行の楽しさなどを教えます。 

地域社会、若い人々、それに若い人々の活動を支援

するロータリークラブまでもが、その恩恵を受けます。

こういった恩恵は、会員たちが行った活動、彼らが学

んださまざまな事柄として直ちに現れ、また、将来の

ロータリアンとなり得る新世代を育てるという面で

長く続きます。 

ロータリーの青少年交換、あるいは、ロータリー財

団国際親善奨学金のようなプログラムは、人々の視野

を広げます。交換学生や親善奨学生たちは、自らの国

際理解を促進し、母国を再認識することによって、そ

れぞれの勉学を進め、新しい、あるいは異なった文化

との橋渡し役を務めることになります。 

それぞれが特別な国際大会 
異文化間の懸け橋という発想は、ロータリーの中心

的な考え方です。私たちはプロジェクトを一緒に行っ

たり、知識を共有することによって、また、国際大会

に参加して親睦を深めることによって、世界中を結ぶ

ために働きます。あなたが何回国際大会に出席するか

といった問題ではなく、それぞれの大会は異なってい

て、そしてそれぞれが特別なのです。2007 年にソル

トレークシティーで開催される国際大会はすばらし

い経験になるだろうということをお約束します。皆さ

ん全員がこの大会に参加されることを心から願って

います。 もし、アメリカに住んでおいでなら、ソル

トレークシティーへは、車や列車で簡単に行くことが

できます。そしてそれはどこの地域からでも、いい景

色を楽しめる旅になるでしょう。もしあなたが飛行機

でお越しになるなら、世界中の主なハブ空港から簡単

に来ることのできる容易な旅行です。そしてソルトレ

ークシティーのダウンタウンは空港からたった数分

のところにあります。そのきれいな道路、友好的な住

民と大いなる自然、ソルトレークシティーは国際大会

開催地としても、家族休暇のためのすばらしい場所と

しても、まさに完ぺきな立地です。 

ソルトレークシティーで 
この国際大会は、良い友人たち、温かい親睦、感動

的なプレゼンテーション、それに、ほかに例を見ない

国際的な経験など、ＲＩ国際大会のもつすべてをお約

束します。ローナと私はソルトレークシティーであな

たにお目にかかるのを楽しみにしています。 

 

**************************************** 

 

西アフリカのクラブが主催する 
プロジェクトフェア 

2005 年にガーナ・ア

クラで初めて実施され

た、西アフリカプロジ

ェクトフェア（West 

Africa Project Fair）

が、2006 年は 11 月 1～

5日に開催されます。こ

れは、世界社会奉仕（Ｗ

ＣＳ）のプロジェクト

パートナーを見つける

ことを目的とし、14 の

西アフリカ諸国で構成

される、第 9100 地区が

主催します。そのほとんどが貧困国であることから、

開発プログラムにかかわる非政府団体から支援を得

ることが、最大の開催動

機となっています。2006

年のプロジェクトの焦

点は、地域開発、保健、

栄養摂取、識字、水と衛

生、そして障害者です。 

 2005年のフェアでは、

300 万米ドル相当の 200

のプロジェクトが展示され、12 の国際的団体が参加

しました。この成功をきっかけに、2006 年は、主に

北アメリカ、ドイツ、オランダ、イギリスから、すで

に 75 のパートナーが登録しています。また、ホスト

地区から 70 クラブ、ナイジェリアからは 4 地区、さ

らに国境を超えて多数のロータリアンがボランティ

ア登録しています。開催時期が同地で実施される、ポ

リオワクチンの全国予防接種日（ＮＩＤｓ）に近いた

め、相乗効果も期待されています。 

ＲＩ会長 ウィリアム B. ボイド氏

IT・会報委員会 委員長 阪口洋一 副委員長 山畑弥生 委員 大江久夫 大谷 徹 魚谷幸司 吉田益巳 


