
 
 
 
 
 
 
 

第 1499 回例会 19 年 8月 27 日(月) 
 海南商工会議所   12：30～ 

 

１．開会点鐘          会長 山名正一 
２．ロータリーソング      「我等の生業」 
３．お客様紹介 ガバナー補佐 井脇様 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数55名 出席免除会員1名 

  出席率 80.88％ 前回修正出席率 80.88％ 

 

５．会長スピーチ        会長 山名正一 
今、世界陸上大阪大会で熱戦

を繰り広げています。 

競技は参加することに意義が

あると云われていますが、やは

り勝負は勝たなければいけま

せん。男子マラソンは個人優勝

を逃したものの団体優勝に輝

きました。今後も各競技の健闘

を期待しましょう。 

 本日は、例会終了後ガバナー補佐の井脇様をお迎え

してのクラブ協議会となっています。 

クラブ協議会は、クラブのプログラム進捗状況及び

今後の活動について協議することとされています。井

脇さま、宜しくお願いいたします。 

 また、役員・理事・各委員長様も出席の上ご協議お

願いいたします。 

 一昨日の土曜日、中西委員長に代わってクラブ青少

年・ライラ委員長会議に出席してきました。青少年の

非行防止について各クラブともいろんな施策で積極

的に取組んでいるようです。 

 

６．幹事報告 

○メーキャップ 
 和歌山西 RC  8 月 8 日 中村雅行君 
○例会臨時変更 
 海南ＲＣ   9 月 12 日(水)  9 月 12 日(水) 

18:30～ ロイヤルパインズホテル 
（海南３クラブ合同ガバナー公式訪問） 

 
７．委員会報告 

紀美野町文化センターで、８月２５日少年メッセー

ジ２００７年海草地方大会が行われました。そこに協

賛金を出させていただきました。 

 

○世界社会奉仕委員会(WCS)      寺下 卓君 

 フィリピン・マンダウエイーストＲＣへ１０月１１

日から１４日まで、海外視察のためメンバーを募集し

ています。今月末の締め切りですので、よろしくお願

いします。 

 

８．ガバナー補佐スピーチ 井脇雅和様（有田ＲＣ） 

有田クラブ２組ガバナー補

佐、２組は９クラブあり、私は

５クラブを担当しています。海

南東、海南西、有田南、有田２

０００、御坊、を担当していま

す。もう１人の人は御坊クラブ

の古久保さん、この方は多趣味

で飛行機を持っている方です

ので、ぜひ卓話で呼んでださい。 

海南東は平尾パストガバナーを始め同期の田中さ

ん他、顔見知りの方が多く、今、例会を拝見して非常

に和やかな雰囲気の中で女性会員３名が居られ、これ

だけ多い会に出席できありがとうございました。 

 

９．次回例会 

第 1500 回例会 平成 19 年９月３日（月） 

  17：00～ 1500 回記念例会 海南商工会議所４F 

 

１０．閉会点鐘 

 

クラブ協議会(挨拶する井脇ガバナー補佐) 
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平尾寧章君  井脇さん、ご苦労さまです。 

２週間前ですが、２０年愛用していた

自転車を盗られあちこち探したので

すが見つかりませんでした。その話を

岡田先生に話した所、奥さんが見つけ

てきていただき、あと２０年ほど乗ろ

うと思っています。岡田先生ありがと

うございました。 

塩崎博司君  昨日木地さんにお客さんとして、船に

乗せていただき、たいへん楽しい楽し

い思いをありがとうございました。 

又、神社の方では３月末から京都の方

へみこしの大修理をお願いし、新品同

様に出来上がり、秋のお祭りに使いた

いと思います。日方の氏子の皆様のお

世話になりありがとうございました。 

辻 秀輝君  竹村健一さんの講演会の話で、今医療

をめぐる状態は非常に厳しいのです

が、製薬会社は非常によくて、久光製

薬が竹村健一さんを呼んで、ホテルグ

ランヴィアで講演会をしますので皆

さんもご参加ください。９月２２日

６：００より、タイトルは「これから

の日本」 辻先生にＴＥＬで申し込ん

でください。 

山名正一君  ガバナー補佐に井脇さん本日よろし

くお願いします。 

土井元司君  岡田先生に孫がお世話になりありが

とうございました。 

西川富雄君  今月まだ入れていません。 

花田宗弘君  井脇ガバナー補佐ようこそお越しく

ださいました。 

深谷政男君  木地先生の指導で太い太刀魚たくさ

ん釣れました。 

岩井克次君  井脇ガバナー補佐ようこそいらっし

ゃいました。 

中村文雄君  昨日、新垣先生にならへ連れていただ

き１日楽しく過ごさせてもらって大

変お世話になりました。 

田中丈士君  井脇様、本日はご苦労様です。 

井脇雅和様  本日お世話になります。 
(ガバナー補佐) 

 

 

 

 

 

ラタクル氏が財団管理委員長を辞任 
2007－08 年度ロータリー財団管理委員長のビチャ

イ・ラタクル氏は、8月 1日付で委員長を辞任すると

発表。今後は引き続き、管理委員として任務に就くこ

とになります。氏は「私と妻の健康上の理由から、委

員長辞任という難しい決定をしました。このような不

測の事態により、多大な迷惑をおかけすることを心か

らおわびします」と述べました。これにより 8月 1日

以降に予定されていた、ラタクル氏の管理委員長とし

ての講演はすべて中止となりました。 

ロータリー財団細則に従い、副委員長でカナダ・オ

ンタリオ州コーバーグロータリークラブのロバート 

S. スコット氏が 2008 年 6 月 30 日まで委員長を務め

ます。元国際ロータリー副会長や元ＲＩ理事の経験が

あるスコット氏は、ＲＩや財団での経験も豊富で、現

在は国際ポリオ・プラス委員会委員長を務めています。 

スコット氏は財団管理委員長としての新たな役目

を担うにあたり、今年度の財団目標である、ポリオの

撲滅、「毎年あなたも 100 ドルを」、平和および紛争解

決の分野における国際問題研究のためのロータリ

ー・センターの支援を通じて平和の願いがかなうこと

を伝えること、財団学友と再びつながりを築くこと、

の 4点に引き続き焦点を当てていくことになります。 

 

国連で開催されるロータリーの日に参

加しませんか？ 
11 月 3 日に、アメリカ・ニューヨークの国連本部

で開催される「ロータリーの日」にご家族と参加しま

せんか。会合は午前 9時半～午後 4時。水、保健、識

字率、飢餓といった人道的問題を取り上げ、プレゼン

テーション、パネルディスカッションが行われます。 

今年で 4回目となる、この「ロータリーの日」は、高

校生を対象とした新世代のためのプログラムも設け

られる予定です。詳細は国際ロータリーの国連代表

Brad Jenkins氏 E-mail:bradjenkins@att.netまで。

登録書式は、 

http://www.rotary.org/newsroom/announcements/07

0809_rotary_unday.html から入手できます。 

 

ポリオまん延を防ぐために 
7月 13 日、この 21 年間ポリオ発症の事例がなかっ

たオーストラリアで、22 歳のパキスタン人の学生が

ポリオを発症しました。国を挙げて保健上の警戒態勢

が取られましたが、8月 9日、学生は無事回復し病院

を退院しました。その学生は、原生ポリオ感染の阻止

に成功していない4か国のうちの1つであるパキスタ

ンに帰国した際に感染し、まひなどのポリオの症状が

出たため、メルボルンの病院に収容されました。 

また、先月にはアフリカのチャドでポリオ発症が伝え

られ、ロータリーのポリオ・プラスパートナープログ

ラムは、政情不安が続く隣国のスーダンへの感染を防

止するため、緊急に 24 万 1,000 米ドルを拠出しまし

た。国際ポリオ・プラス委員会委員長のロバート S. 

スコット氏は「これらは、たとえポリオのない国であ

っても、飛行機でほんのひと飛びするだけでポリオが

広がることを証明するものだ」とし、ポリオ・プラス

プログラムの継続を訴えました。 

会報・ＩＴ委員会 委員長 塩崎 博司 副委員長 大谷 徹 小椋 孝一 上田 善計 寺下  卓 山田 耕造  的場 賢美


