
 
 
 
 
 
 
 

第 1488 回例会 19 年 5月 28 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   

3860 地区 フィリピン・マンダウエイースト RC 
直前会長 リト様、奥様 

４．出席報告  

会員総数71名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 64.29％ 前回修正出席率 78.57％ 

 

５．会長スピーチ       会長 新垣  勝 
皆さんこんにちは。本日

はフィリッピン マンダ

ウェイ・イースト RC の

LITO 様ご夫妻にはようこ

そお越し戴きました。心か

ら歓迎申しあげます。 
 さて、昨日も野球の練習

をされたようで、明日は最

後の練習試合と聞いてお

ります。いよいよ、次の日曜日は甲子園の土を踏んで

の正式な試合となります。応援のバスには未だ若干の

空席があるそうですので、よろしければ今日にも申し

込んでください。 
 本日はこの後、IDM の報告を予定しております。

また、フィリピン・マンダウエイースト RC の LITO
さんのお話もあるそうですのでこれで終わります。 
 
６．幹事報告 
○メーキャップ   

和歌山東ＲＣ  中村雅行君 5 月 24 日 
○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出ＲＣ  
  6 月７日（木）→ 6 月７日（木）20:00～ 

         貴志川 ほたるの里例会 
 和歌山南 RC  
  6 月 22 日（金）→ 6 月 22 日（金）18:30～ 
            ダイワロイネットホテル 

和歌山（最終夜間例会） 

 和歌山西 RC 
  6 月 27 日（水）→ 6 月 27 日（水）18:00～ 

             加太・あたらし屋 
 海南西ＲＣ 
  6 月 28 日（木）→ 6 月 28 日（木）19:00～ 

     ロイヤルパインズホテル 
○休会のお知らせ 
 海南ＲＣ       ５月３０日（水） 
 和歌山西ＲＣ     ６月２０日（水） 
 和歌山南ＲＣ     ６月２９日（金） 
 
７．委員会報告 
○国際奉仕委員会       林 孝次郎委員長 

 マンダウエ・イーストＲＣ

について少しお話いたします。

７～８年前に花田さんとボホ

ール島へ遊びに行った時、帰

りにマンダウエに寄りＲＣの

例会に行こうと言う話になり、

マンダウエ・イーストＲＣの

例会会場に行きました。大歓

迎していただき、例会に参加させてもらいました。 

 それから、２、３年間、付き合いはなかったのです

が、寺下さんが努力され、今年で４年間継続してお付

き合いしています。最初の年はデイケアー・センター

とかビタミン不足等の援助行事をしました。２年目は

ルバング島で実のなる木を山に植える行事を行いま

した。昨年は寺下さんの努力でパソコンを６０台送り

ました。今年も、パソコンを６０台送ることができま

した。パソコンは教会、子供の居る施設等の場所に送

り勉強の材料として使ってもらっています。今年送っ

たパソコンがどのように使用されているかと言う調

査のために、１０月頃にフィリピンを訪問する計画が

ありますので皆様参加してください。 

 

８．リト様(マンダウエイースト RC)のご挨拶 
 

【紹介】リトさんはマンダウエ・イーストＲＣの前々

会長で３８６０地区のガバナー補佐をされています。 
 職業は車のメカニック・エンジニア、医療系の産業

廃棄物の処理、運送業をされております。 
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新垣会長はじめ海南東ＲＣの皆様こんにちは。我々

二人を大変歓迎していただいて有難うございます。私

たちのクラブはＷＣＳの関係で海南東ＲＣに大変お

世話になっております。 
送っていただい

たパソコンは大変

役に立っておりま

す。フィリピンの

学校ではコンピュ

ータ教育を重視し

ていますし、これ

からも役に立つと

思います。私立の

学校はコンピュー

タ教育を実施して

いますが、公立の学校は政府に予算がないため非常に

苦労しています。公立学校では小学校で６年間と高校

で４年間勉強します。公立の高校ではコンピュータが

ないため、講義だけの授業ですので、コンピュータを

入れてあげて勉強することはこれからは非常に役立

つものと考えています。公立学校では寄付していただ

いたコンピュータを使用してその使い方を教えてい

ます。 

コンピュータ以外でも、

先日起きたレイテ島の地

滑りの援助を一生懸命行

っております。 

寄付していただいた資

金によってどのような援

助をしているかと言うこ

とについて説明させてい

ただきます。 

 セブシティーは南フィリピンの一番大きな町であ

り、そこにある埋立地は非常に汚い所で子供たちが街

に置き去りにされ、大人たちが働いているという非常

に環境の悪い所です。造成地は労働者が集まってくる

ために汚くなっており、そこでは教育も受けられない

し衛生的にも悪いところです。そこにおける子供を援

助するための色々な計画をしております。 

貧しい地域に、教育できる場所を作って子供たちに学

ぶ機会を与えようとしています。殆どの子供たちは何

らかの病気にかかっており、健康な状態ではありませ

ん。浮浪者だった子供を救済して、ラーニングセンタ

ーで海南東ＲＣが寄付してくれた費用を使って食事

ができたり教育できるような場所を提供しています。

このように子供たちの状況を良くするために努力し

ておりますので、今後ともよろしくお願いいたします。

有難うございました。 
 

９．次回例会 
第１４８９回例会 平成 19 年６月４日（月） 

海南商工会議所４F １８：３０～ 
 

10．閉会点鐘  
 

 
 
 
 
角谷勝司君  皆様に祝賀していただきありがとう

ございました。これからもよろしくお

願い申し上げます。 
林 孝次郎君 昨日、県民文化センターでウクレレと

ギターの発表会があり、花田さんと私

が出演いたしました。 
田村健治君  今日、思いがけずフィリピンでお世話

になったリトさんに会えて嬉しかっ

たです。 
寺下 卓君  リトさんようこそ！ 本日よろしく。 
花田宗弘君  リトさんご夫婦ようこそお出でくだ

さいました。 
山名正一君  先日、和歌山警察本部長より防犯功労

者表彰を受けました。 
柳生享男君  昨日は野球の練習お疲れさまでした。 
新品会出席者 余った分をニコニコに入れます。 
吉野 稔君  宮田敬之助さん有難うございました。 
山田耕造君  昨日、花畑さんに緑化センター写真教

室でお世話になりました。おととい、

梅田地下のミンガスでカレー食べて

きました。 
 
 
 
 
 
 
ロータリアンがインドでポリオ撲滅 

 
2006 年、北部を中心にポリオの発症が見られたイ

ンドでは、経口ワクチンの投与によるポリオ撲滅の取

り組みが行われています。貧しいイスラム人の居住区

が主な発症地域であることから、国際ロータリーや世

界保健機関（ＷＨＯ）、ユニセフなどが行う世界ポリ

オ撲滅計画では、宗教指導者とともに、ワクチンの投

与を子どもに受けさせるよう各家庭を説得して回っ

ています。 
インド政府の報告によると、昨年 7 月と 9 月、11

月に実施された準全国予防接種日（ＳＮＩＤｓ）では、

部分的ではあるものの、イスラム教指導者の協力によ

り、参加する子どもの数は全体的に増加傾向にあると

のこと。インドの保健担当大臣は昨年 12 月半ば、記

者団に対し「ワクチン投与の拡大により、ポリオは撲

滅できるでしょう」とし、さらに「3 年以内には一掃 
できるでしょう」と述べました。また、昨年 11 月、

アメリカから大勢のロータリアンを率いて、インド北

部でのＳＮＩＤｓに参加した第 6900 地区（アメリカ）

パストガバナーのロバート・ホール氏も、「インドか

らポリオがなくなる日も近いだろう」と確信をもった

意見を述べています。 
 

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 


