
 
 
 
 
 
 
 

第 1525 回例会 20 年 4月 14 日(月) 
 和歌山マリーナシティ・ヨットクラブ 12：30～ 

海南３クラブ合同例会（GSE 歓迎） 
              

１．開会点鐘       
２．国歌斉唱      「君が代」 

３．ロータリーソング  「奉仕の理想」 
４．ゲスト紹介   地区 GSE 委員 花田宗弘君 

1150 地区からの来日 GSE メンバー 
スティーブ 男 銀行役員 地区財団奨学生委員 
ジェイムス 男 安全見回り制服警察官 
パトリシア 女 精神療養カウンセラー 
サラ    女 病院の教育担当課長 
ケリス   女 大学の研究員 環境係 

 

５．出席報告  

会員総数69名 出席者数43名 出席免除会員1名 

  出席率 63.24％ 前回修正出席率 66.18％ 

 

６．会長スピーチ      会長 山名正一君 

こんにちは。本日は英国

ウエールズからスティー

ブ・ジェンキンスを団長と

する GSE メンバーをお迎

えして、ここマリーナシテ

ィ・ヨットクラブでの海南

３クラブ合同の歓迎例会と

なります。GSE メンバー始

め会員皆様にはご多忙の中

ご出席いただき誠に有難う

ございます。 
 本日はＧＳＥメンバーをお迎えするに当たり、海南

東ロータリークラブが担当ということで、３クラブを

代表して「ウグイスのような声」ではありませんが挨

拶をさせていただきます。 
 一昨日・昨日の２日間にわたり、２６４０地区の地

区大会がＲＩ会長代理ビチャイ・ラタクル様ご臨席の

もと県民文化会館並びに紀ノ国アバロームにおいて

開催されました。ご参加いただきました会員皆様ご苦

労様でした。感謝申し上げます。 
 地区大会は私たちに感動と勇気を与えていただい

きました。ビチャイ・ラタクル様のスピーチは自身の

体験から生まれたロータリアンとしての姿勢、使命感

について話されました。おそらく参加者全員が涙して

聞き入り、私達は、ただバッヂを付けたロータリアン

だという自己満足だけでなく、恵まれない人たちのた

めに何か行動を起こさなければならないという感情

を抱かせていただきました。恵まれない人々に、「た

だお金だけを出していれば良い」と云うのではなく、

時間や才能・愛・悲しみ等、全てにおいて「分かちあ

う」ということがどれだけ大切なことか？今一度、ロ

ータリアンとして考えなければならないと思います。  
 さて、ＧＳＥの皆様、ようこそ海南市にお越しくだ

さいました。私たち３クラブのメンバーは心待ちにし

ていました。今日この日を迎え大変感動しております。

３月３０日に来日され、そろそろお疲れの出る頃かと

思います。 
 皆様をお世話させていただきます海南３クラブは

主に海南市と、隣接する紀美野町の約１４０人のメン

バーで構成されています。 
 この地は和山県の北西部に位置し、人口は合わせて

６９，０００の小さな町です。 
世界遺産に登録されました熊野古道の要の地として

栄え、現在では漆器や日曜家庭用品、木工家具といっ

た数々の地場産業、ミカン・柿・キュウイ等フルーツ

を生産する農業、また鉄鋼や電力・石油などの基幹産

業、さらにインテリジェントパークに立地する先端技

術産業とが調和し、古さと新しさが融合する都市を形

成しています。 
 関西国際空港から車で４０分圏内と立地条件に恵

まれている上に、周辺には高度な教育・文化・医療施

設など都市機能も整備されており、今日例会場となっ

ていますマリーナシティのような豊かな自然や家族

で楽しめるリゾート地があります。 
 しかし、このような恵まれた環境の中で良いことば

かりではありません。近年、若者が都市に流出し高齢
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化が進んでいるのも事実です。子供の未来のために

「安心と豊かさと楽しく住める街」造りのために行政、

市民が一体となっては考えなければならない時期に

来ています。 
 皆様が滞在中、各々が職業とする施設を体験学習し、

意見交換をしていただき、更には由緒ある観光施設を

訪問し、マリンスポーツ等を楽しみ、又ホームステイ

先で家族団欒の中で日本生活を体験し、海南市での良

き思い出と感動をお持ち帰り下さい。そしてウエール

ズと海南市、また日本との文化の交流と友好の架け橋

として、ご活躍されることを期待しています。 
 終わりに当たりまして、３クラブの会員の皆様、特

にホームステイをお引き受けくださいました会員ご

家族の皆様、ＧＳＥの滞在中、何かとお世話になりま

すが宜しくお願いいたしします。 
 

７．幹事報告 

○例会臨時変更のお知らせ 
和歌山南 RC    

5 月 2 日（金）→4 月 26 日（土）12：30～ 
県民文化会館 小ホール 

（47 周年記念事業 市民公開講座） 
5 月 9 日（金）→5 月 9 日（金）19：00～ 

ダイワロイネットホテル和歌山 4Ｆ 
（姉妹クラブ新湾州 RC 歓迎夜間例会） 

○休会のお知らせ 
 田辺東 RC 4 月 30 日（水） 
 和歌山城南 RC 5 月 1 日（木） 
 和歌山東 RC 5 月 1 日（木） 
 
８．イギリス・ウェールズ ＧＳＥ訪問団との交流 

 

チームリーダー 

           国際ロータリー第 1150 地区 

           カーディベイＲＣ 元会長 

 スティーブ･ジェンキンス氏 

            

 

 

 

 

 

 

            

           ３クラブがバナー交換 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1526 回例会 平成 20 年 4 月 21 日（月） 

12：30～ 海南商工会議所４F 
ゲスト卓話 知久 一様 「井沢弥惣衛為」 

 

 

 

 

 

 

4 月に起こったロータリーのできごと 
非英語圏にロータリークラブが最初にできたのは、

キューバ・ハバナロータリークラブ（ＲＣ）で、1916

年 4 月 29 日に 22 人の創立会員でスタートし、1916

年 6 月 1 日にロータリーに承認されました。1923 年

はハバナＲＣの 7 周年記念を祝う忙しい年となりま

した。クラブがスポンサーをしたカーニバルには、

1,500 人以上の子どもたちが参加。また、同市の水衛

生活動や歩道の整備を行いました。1940 年 6 月 9－14

日にハバナで国際ロータリー（ＲＩ）国際大会が開催

されたときまでに、キューバで承認された 48 クラブ

のうち 42 クラブが活動を行っていました。その後、

新たに 20 クラブが創立しましたが、1957 年 10 月 16

日に承認されたサン・クリストバルＲＣが最後でした。 

キューバのロータリーからは 4 人のＲＩ理事を輩出

してきました。しかし、1979 年の 1月 31 日をもって

キューバの全クラブは終結し、現在にいたっています。 

 

ソマリア、ポリオ撲滅に歴史的な勝利 
3 月 25 日、世界ポリオ撲滅推進計画（ＧＰＥＩ）

は、アフリカ東部の国ソマリアで、1年間ポリオの症

例が報告されていなかったことを発表。暴力と貧困、

基本的な公共設備の欠如をも乗り越え、この国は再び

ポリオのない国となりました。ソマリアでは 2002 年

に一度ポリオが撲滅されたものの、2005 年に再び、

ナイジェリアで発生した野生型ポリオウイルスが飛

び火して 228 件の症例がみられました。それを受け、

1万人以上のボランティアと保健員が、安全性に乏し

い地域の 5 歳以下の子どもたちに短期間に経口ポリ

オワクチンを投与。地域社会の人々からの力強い支援

もあって、地球上で最も危険な国の一つとされている

ソマリア全域において 180 万人以上の子どもにワク

チンが投与されました。世界保健機関（ＷＨＯ）の東

地中海地域事務局局長・フセイン A. ゲザリー博士は

「この歴史的な偉業は、たとえどんなに厳しく困難な

環境であってもポリオの撲滅が可能であることを証

明してくれました」と話します。残されたポリオ常在

4 か国のうち、アフガニスタンについては、2 月にＷ

ＨＯがウイルスを同国南部だけに食い止めることに

成功したと発表。アフガニスタンとパキスタンにおけ

るポリオ症例数の合計は、2007 年の全症例のうちの

5％を占めていましたが、インドとナイジェリアより

先にポリオを撲滅できる可能性が高まっています。 

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


