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第 1510 回例会 19年 12 月 3日(月) 
「初音」 18：30～ 

 

１．開会点鐘           
２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「手に手つないで」 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数46名 出席免除会員1名 

  出席率 67.64％ 前回修正出席率 83.08％ 

 

５．会長スピーチ       会長 山名正一君 

 今晩は。いよいよ師走に

入りました。年末に向けて

日々慌しくなることと思

います。 

一昨日 12 月１日は世界

エイズデーでしたが、エイ

ズ防止啓発運動にご参加

いただいた皆様ご苦労様

でした。 

 先週、会長スピーチでイ

ンターアクトについてお話をさせていただきました

が、間違った所がありましたので、お詫びと訂正をさ

せていただきます。「11 月は財団月間と共に世界イン

ターアクト月間」とお伝えしましたが、「11 月５日を

含む１週間、世界インターアクト週間」の間違いでし

た。お詫び致します。なお、会報の方は訂正をさせて

いただいています。 

 今夜は海南東ロータリークラブ細則・第５条第１節

により、後ほど年次総会を開催させていただきます。 

「本クラブの年次総会は、毎年 12 月の第１例会に開

催されるものとする。そして、この年次総会において

次年度の役員および理事の選挙を行わなければなら

ない。」となっています。クラブ細則第３条第１節に

より、先の指名委員会で推薦されました理事役員につ

いて本総会において承認を求めることになります。後

ほど配布させていただきます投票用紙にて投票され、

過半数を獲得した候補者はそれぞれの役職に当選し

たものと宣言されますので、宜しくお願いいたします。 

 

 

６．幹事報告 

○メイキャップ 
 和歌山 RC  花畑 重靖君  11 月 27 日 
○例会臨時変更 
 和歌山 RC   
  12 月 18 日(火) 12 月 18 日(火) 

17：30～ ホテル「グランヴィア和歌山」 
和歌山西ＲＣ  

12 月 19 日(水)  12 月 19 日(水) 
18：30～ 「全日空ゲートタワーホテル」 

 和歌山南 RC 
12 月 21 日(金)  12 月 23 日(日) 

18：00～ 「ダイワロイネットホテル」 
 那智勝浦 RC 

1 月 10 日(木)  1 月 10 日(木) 
12：30～ 「熊野那智大社」(初詣例会) 

○休会のお知らせ 
 和歌山 RC  12 月 25 日(火)  1 月 1 日(火) 
 和歌山南 RC 12 月 28 日(金)  1 月４日(金) 
海南西 RC  12 月 27 日(木)  1 月 3 日(木) 

 那智勝浦 RC 12 月 27 日(木)  1 月３日(木) 
 和歌山西 RC 12 月 26 日(水) 
 
７．次回例会 

第 1511 回例会 平成 19 年 12 月 10 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４Ｆ 

     卓話 「会長エレクト勉強会報告」 

           会長エレクト 宮田貞三君 

８．閉会点鐘 
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○次年度の役員・理事 

会 長 宮田貞三君  会長ノミニー 花畑重靖君 

副会長 田村健治君  幹 事   山田耕造君 

会場監督 阪口洋一君  会 計   上芝良造君 

理 事 宮田敬之佑君 理 事   中村文雄君 

RI 会長 ウィルフリッド J. ウィルキンソン RI District 2640 Japan 
2007-2008 年度 RI テーマ 

第 2640 地区ガバナー 平原祥彰 

「ロータリーは  
分かちあいの心！」 

四つのテスト 
①真実かどうか  ③好意と友情を深められるか 
②みんなに公平か ④みんなのためになるかどうか 

事務所 〒642-0002 海南市日方 1294(海南商工会議所内) 
電話(073)483-0801  FAX(073)483-2266 

会長：山名 正一  幹事：上芝 良造  ＳＡＡ：上野山 雅也

http://www.kainaneast-rc.jp   E-mail：info@kainaneast-rc.jp 



理 事 花田宗弘君  理 事   寺下 卓君 

理 事 中西秀文君 

 

 

 

 

１２月のお祝い 
○会員誕生日 
 ９日 阪口洋一君   １７日 寺下 卓君 
１１日 塚本義信君   

○奥様・旦那様誕生日 
 ４日 名手寿美江様  ２３日 宇恵恭子様 

  ６日 辻 倫子様   ２７日 中西尚子様 
 １０日 的場盛也様 
○一般ニコニコ 

上田善計君  クラブから息子の結婚祝いをいた

だき有難うございました。 

 中西秀文君  土曜日にローターアクトの忘年会

があり、多数の参加有難うございま

した。また、息子が剣道の大会で 3

位入賞いたしました。さらに、野球

のオリンピック予選で日本が勝っ

て、嬉しいです。 

 柳生享男君  中西様、上野山様、先日は有難うご

ざいました。 

 山名正一君  年次総会よろしくお願いします。 

 上野山雅也君 柳生様、中西様、お疲れ様でした。 

宮田貞三君  次年度、よろしくお願いします。 

花畑重靖君    〃 

田村健治君    〃 

山田耕造君    〃 

阪口洋一君    〃 

上芝良造君    〃 

宮田敬之佑君   〃 

中村文雄君    〃 

花田宗弘君    〃 

寺下 卓君    〃 

中西秀文君    〃 

 

 

 

 

 

ポリオ撲滅に 2 億米ドルを投入 
国際ロータリーは今日、ビル・アンド・メリンダ・

ゲイツ財団と協同して、ポリオ撲滅の世界的なキャン

ペーンに必要とされる 2 億米ドルを投入することを

発表しました。アフリカ、アジア、中東各地の子ども

たちはいまだにポリオによる身体まひに苦しみ、世界

中の子どもたちがこの病の脅威にさらされています。

ゲイツ財団から 1 億米ドルの補助金を受領したロー

タリー財団は、今後 3年間にこれと同額の資金を調達

するための募金活動を行っていくことになります。 

ロータリーは、世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰＥＩ）

における予防接種活

動を直接支援するた

めに、今後 1 年以内

に、最初の 1 億米ド

ルを投入していく予

定です。ＧＰＥＩと

は、ＲＩと世界保健

機関（ＷＨＯ）、アメ

リカ疾病対策センタ

ー（ＣＤＣ）、ユニセ

フが協同して主導

する活動です。 

最初の 1億米ドルの

大半は、ポリオ感染

国での大規模な予

防接種活動、ポリオ

ウイルスの監視活動、地域社会での教育と広報活動の

支援に充てられます。この補助金はまた、ポリオウイ

ルス拡大阻止のための研究支援にも充てられる予定

です。ロータリーはこの資金を、ＷＨＯとユニセフへ

の補助金を通じて支給します。 

ドラプラデシ州にある地域社会

クリニックで経口ポリオワクチ

ンを乳児に投与するビル・アン

ド・メリンダ・ゲイツ財団の共

同創立者、ビル・ゲイツ氏 

 今回のポリオ撲滅への補助金は、ゲイツ財団が今ま

でに提供した補助金のチャンレジ（資金を提供する条

件として、相手側からもそれと同額または一定額の寄

付を求める補助金）の中で最大のものであり、また、

創設以来 102 年の歴史においてロータリーが受領し

た最も高額な補助金でもあります。1985 年以来、ポ

リオの撲滅はロータリーの最優先項目とされてきま

した。それ以来、ロータリーはこの撲滅活動に 6 億

3,300 万ドルを寄付してきました。 

 「世界中のロータリーの会員たちは、ここまで来る

ために懸命に

活動してきま

した。ですから、

私たちの今ま

での活動が、こ

のような特別

な形でゲイツ

財団から認め

られたことは、

大きな報いです」と言うのは、ロータリーのポリオ撲

滅活動を主導し、ロータリー財団の管理委員長を務め

るロバート・スコット博士です。「ロータリーとゲイ

ツ財団のこの協同での取り組みが、ほかの財団や各国

政府、非政府組織をはじめとするほかの寄付者に対し

ても、ポリオの撲滅に必要な資源を確保するために立

ち上がるよう、奮起を促すものとなることを願ってい

ます」 

ポリオワクチンの投与をするロータリアン 

 1905 年にシカゴで創立されたロータリーは、人道

的奉仕を提供し、世界における親善と平和の確立に寄

与する、事業と専門職務に携わるリーダーが世界的に

結束する団体です。ロータリーの会員は世界に約 120

万人おり、これらの会員は 200 以上の国と地域に存在

する 32,000 以上のロータリー・クラブが所属してい

ます。 

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


