
 
 
 
 
 
 
 

第 1487 回例会 19 年 5月 21 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      「四つのテスト」 
３．お客様紹介  米山記念奨学生  呉 育羅さん 
４．出席報告  

会員総数71名 出席者数50名 出席免除会員1名 

  出席率 71.43％ 前回修正出席率 75.71％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
みなさんこんにちは。米

山奨学生の呉育羅さんよう

こそ。平成 19 年 4 月～平成

20 年 3 月までの間、当クラ

ブでお世話する方です。よ

ろしくお願いします。 
 最近暗いニュースが多い

中、とりわけ若者の暗いニ

ュースが多い中、ゴルフに

興味のない方には申し訳ありませんが、昨日 15 歳の

若者がプロのトーナメントで優勝するという快挙が

ありました。ゴルフに限らず、アイススケートや野球

などスポーツ界では、若者が素晴らしいことをやって

のけているようですが、少しゴルフをかじっているせ

いか、余計にすごいなーと感じました。明るいニュー

スに接するとホッとします。 
 さて、本日は身体のご不自由なところ、無理を言っ

て早川さんに卓話のために来て戴きました。このあと

の卓話ご静聴お願い申しあげます。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ    

和歌山ＲＣ  花畑重靖君 5 月 15 日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 有田ＲＣ   

5 月 31 日(木)→5 月 31 日(木)18:30～ 例会 
              19:00～橘家（懇親会） 
 和歌山北 RC  
      6 月 25 日(月)→6 月 25 日(月)18:30～ 
           一橋庵別館（最終夜間例会） 

 和歌山東南 RC 
    6 月 27 日(水)→6 月 27 日(水)18:30～ 

      レストラン＆カフェＡＲＴE 
（県立近代美術館 2Ｆ） 

     （最終親睦夜間例会） 
○休会のお知らせ 
 和歌山北 RC  ６月１１日（月） 
 
７．委員会報告 
○ロータリー野球部      監督 岩井克次君 

野球部から、練習日が追加に

なりましたのでご報告いたし

ます。 

・5 月 27 日（日）17:00～  
紀美野町総合グラウンドで練

習を行います。 

・5 月 29 日（火）19:00~21:00  
海南市東部運動場で練習試合

を行います。応援の練習も兼ねて行います。皆さんの

ご参加お願いします。 

 

８．米山奨学生 呉育羅さんに奨学金の授与 
 私は大阪府立大学からまいり

ました呉育羅と申します。本日

は皆様お忙しい中私をお招きい

ただき有難うございます。米山

奨学生として誇りを持って頑張

ってまいります。 
 これからもよろしくお願いい

たします。 
 

９．会員卓話 

私の健康状態について        早川 満君 
 皆様、いつも勝手してすみ

ません。 
私、五年前にこの病気、封

入体筋炎がわかりまして、少

しづつですが筋力が衰えてい

き、一昨年の末に障害者二級

になりました。昨年も東京国

立精神センターに入院して調

べていただきましたが、間違
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い無いとの事でした。 
この病気は、原因が分からず治療も今ではまだ分か

らないようです。年に二、三回和医大付属病院に入院

してグロブリンで進行を遅らせています。一時はがっ

くり力が抜けた私ですが、現在の状態を甘んじて受け

入れ、周囲の人や家族の助けを受けて頑張っておりま

す。ロータリーに入会させて頂き二十余年になります

が、お世話になりっぱなしで申し訳なく思っておりま

す。 
どうか、今後とも宜しくお願いいたします。 

 
10．次回例会 
第１４８８回例会 平成 19 年５月 28 日（月） 

海南商工会議所４F １2：３０～ 
 

11．閉会点鐘  
 
 
 
 
新垣 勝君  呉育羅さんの歓迎と早川さんの卓話

よろしくお願いします。土曜日に第３

中学の同窓会があり初音さんでお世

話になりました。 
角谷勝司君  母の通夜・葬儀にご会葬賜り有難うご

ざいました。 
早川 満君  お世話になります。 
山名正一君  米山奨学生の呉育羅さん、ようこそお

越しくださいました。これから一年共

に頑張りましょう。 
楠部賢計君  エエこと何もないので、楽しいこと期

待してサイセン代わりにいれます。 
宇恵弘純君  オージー会おもしろかったです。 
岡田雅晶君  オージー会の

皆さんのお世

話になり、東

北への小旅行

を楽しんでき

ました。 
寺下 卓君  オージー会、お世話になりありがとう

ございました。楽しかったです。 
岩井克次君  岡田先生、宇恵さん、寺下さん、山畑

さんオージー会有難うございました。 
岸 友子君  オージー会、参加できなくて残念でし

た。 
西川富雄君  早川さん不自由な身体で無理を言っ

てすみません。久し振りに元気な顔を

拝見し安心しました。 
山畑弥生君  宇恵さんオージー会幹事ご苦労様で

した。楽しい旅行でした。皆さんお世

話になり有難うございました。 
大川幹二君  ２週間欠席しました。 
山田耕造君  ５月１８日ＩＤＭ５組の皆さんご苦

労様でした。活発なご意見ありがとう

ございました。 

 
 
 
 
 
 
ポリオ、発症のコントロールより、 

全体規模での撲滅を 
ポリオ撲滅への闘いは、

費用もかかり、容易なこと

ではありません。4 月 21 日

に発行された代表的な医学

雑誌『The Lancet』に掲載

された、Harvard school of 

Public Health（ＨＳＰＨ）

での最近の研究によれば、

地球規模でのポリオ撲滅活動は、年に数例発症するポ

リオをコントロールするより、短期的にみるとコスト

は高くつくが、賢明な選択であるとのことです。ロー

タリーと、グローバル・パートナーは、ポリオ・プラ

スプログラムを通じ、ポリオ撲滅に向けて 20 年以上

活動を続けてきており 1988 年の発症数からみると、

その残りは 1パーセントにまで減少しています。この

活動で、今までに 53 億ドル以上がつぎ込まれ、今後、

世界からポリオが全世界からなくなったという認定

を受けるまで、ロータリーは今後も含め、6 億 5,000

万ドルを拠出することになるだろうと考えられてい

ます。 

 
ドイツとスイスのロータリアン、 

地雷被害者に援助 
国連によると、地雷による

死傷者が毎年 1万 5,000～ 2

万人も出ています。その被害

者の5分の1以上が子どもた

ちであり、アフガニスタン、

カンボジア、アンゴラ、イラ

クでの被害が際立っていま

す。地面に埋められている地

雷やそのほかの兵器の数は

アフガニスタンだけでも

1,000 万とも見積もられています。そこで地雷問題に

取り組もうとスイスとドイツのロータリアンが、プロ

ジェクトを立ち上げ、地雷被害者への支援、世界的な

武器使用禁止を呼びかける活動を始めました。このプ

ロジェクトは、国際赤十字の外科医として 1990 年代

にアフリカ・アジアで活動していたスイスのロータリ

アン、ハンス・スティルネマン氏の呼びかけによるも

ので、1997 年から、赤十字国際委員会とともに、地

雷で負傷した何千もの人に義足や義手をつけたり、地

元での技術者を育てています。技術者の中には、手や

足をなくしてしまった人が多くいます。スイスのロー

タリアンが、カンボジアで、ドイツのロータリアンは

グルジアおよび中央アジアで活動しています。 

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 


