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第 1529 回例会 20 年 5月 19 日(月) 
 12：30～ 海南商工会議所４F  

           

１．開会点鐘       
２．ロータリーソング  「我等の生業」 
３．ゲスト紹介   

地区社会奉仕委員長  笹島 良雄 様 
(和歌山東ＲＣ) 

米山奨学生     呉 育羅 様 
 
４．出席報告  

会員総数69名 出席者数48名 出席免除会員1名 

  出席率 71.64％ 前回修正出席率 82.09％ 

 

５．会長スピーチ      会長 山名正一君 

米山奨学生の呉育羅さま、

地区社会奉仕委員長の笹

嶋良雄さま本日はご苦労

さまです。笹嶋さまには後

ほど卓話よろしくお願い

いたします。 
 地区 WCS で 15 日～16
日にかけてフィリピンに

行かれました会員皆様ご

苦労様でした。お疲れのことと思います。昨年、我ク

ラブにおいてもフィリピン・セブ島に行きましたが、

その時の事が脳裏に浮かんできます。私たち日本は経

済発展し、それなりの生活を送っていますが、世界に

目を向けるとまだまだ悲惨な生活をしている方が沢

山います。ロータリーが掲げる水問題、保健衛生・飢

餓、識字率の向上等の援助を必要としている国々は多

勢存在します。世界の人々が「人たるに値する」生活

が送れるようにしたいものです。今月の１２日、中

国・四川大地震が発生してから１週間になります。地

震による死者は現在３２，５００人、負傷者は２２万

強に上り、四川省だけで４５０万を超える人々が避難

生活を強いられているようです。死者は最終的には５

万人を超えるのではないかと言われています。被災さ

れた皆様にお悔やみとお見舞いを申し上げます。 
 日本でも１９９５年（H７年１月１７日）に発生し

た阪神・淡路大震災は記憶に新しいものがあります。

６，４３４人が亡くなりました。死亡原因の内、約８

０％の５，０００人が木造家屋の倒壊による下敷きで

の即死。６００人が家具の転倒による圧死だったそう

です。それらを教訓にして人的救助対策、救援医療対

策、家屋の耐震対策、ボランティア対策等、多岐にわ

たる対策が立てられていますが、国民１人ひとりが事

故の責任において日頃から震災に対する心構えをし

ておく必要だと思います。又、他人毎と思わずボラン

ティア精神を養っていただきたいと思います。 
 今週 25 日の日曜日は家族例会です。魚谷委員長始

め親睦委員会のお世話で「海遊館」並びに「なにわク

ルーズ探検隊」を企画していただいています。昼食に

はホテルにて豪華な食事を戴きます。参加される方は

商工会議所 8 時 30 分に集合ですので遅れないように

してください。なお、翌日の例会は休会となりますの

でお間違いのないように。 
 

６．幹事報告        幹事 上芝良造君 

○メーキャップ 

 和歌山ＲＣ    花畑重靖君  5／13（火） 

 
７．委員会報告 

○国際奉仕委員会       委員長 阪口洋一君 

  6／24・25・26、台湾彰化東南ロータリーの 13
周年に行きます。参加よろしくお願いします。 
フィリピンの国際奉仕活動に参加してきました。 

参加のみなさんご苦労様でした。 
[ＷＣＳ海外視察の報告] 

5 月 15 日～18 日にかけて、本年度のＷＣＳ海外視

察で 3860 地区フィリピン・セブ島を訪問しました。 

私たちの 2640 地区より 17 のＲＣ（有田 2000、泉

大津、貝塚コスモス、海南東、岸和田北、岸和田南、

粉河、御坊東、堺泉が丘、堺おおいずみ、堺青陵、堺

フェニックス、新宮、藤井寺、りんくう泉佐野、和歌

山中、高師浜）、平原ガバナー以下 41 名のロータリア

ンに参加しました。 
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今回の視察に際して、セブ島より要請があったプロ

ジェクトに対して、2640 地区の各クラブよりの協力

していただいたお金と地区の補助金を現地のＲＣに

お渡しいたしました。15 日の夜は現地のＲＣに歓迎

のパーティをしていただきました。16 日は訪問した

日本のロータリアンが 8 つのグループに分かれて、現

地のロータリアンの案内で身

障者就業支援、貧困地域の職業

支援（縫製・ミシン）、小学校

の教育支援、身障者の車椅子支

援、離島の照明設備の支援、マ

ングローブ植樹支援等のプロ

ジェクトを見て回りました。案

内していただいたセブ

のＲＣは、セントラル

マクタン、マクタン、

バニラドメトロ、マン

ダウェノース、マンダ

ウェーイースト、メト

ロマンダウェー2006、
メトロセブ、コンソレ

ーションの 8 クラブです。フィリピン訪問が初めての

方も多かったようで、セブ島と言うとリゾート地のイ

メージが強いのですが、貧しい地域を見てきた人は貧

富の差の激し

い現実を見て

驚かれた方が

多かったよう

です。私たち

が訪問したマ

ングローブ・

プロジェクト

での説明にお

いて、マング

ローブがこのように減少した大きな要素は、マングロ

ーブを伐採してエビやカニを養殖し、日本に輸出して

いる現実があるという指摘があり複雑な気持ちにな

りました。今後とも 3860 地区と協力してＷＣＳ事業

を継続してゆくことを約束してフィリピンを後にし

て帰国しました。 
○親睦活動委員会      委員長 魚谷 幸司君 

 5／25（日）の親睦活動に参加していただける皆様、

時間に遅れないようよろしくお願いします。 

 

８．ゲスト卓話 

地区社会奉仕委員長 笹島 良雄様 

（和歌山東 RC） 

皆さん、こんにちは。卓話に

お招き頂き感謝します。 

１．「識字率向上運動」協賛への

御礼 

  平尾パストガバナーも基本

方針で提起されていました

が、地区社会奉仕委員会と

しても、例年推奨プロジェ

クトとして各クラブに提案して居ります。 

  貴クラブは毎年ポケットコイン、書き損じハガキ

等の協賛が沢山あり感謝して居ります。御礼を申

し上げます。 

２．エイズキャンペーン協賛御礼 

  地区の推奨項目としてＨＩＶ感染症（エイズ）対

策として、１２月の世界エイズディーに合わせて、

ＪＲ和歌山駅前で、県、市、ロータリーの協賛で

キャンペーンを実施していますが、海南東ロータ

リークラブさんからは多くの参加、協賛金を賜り

御礼を申し上げます。 

３．次期地区谷脇社会奉仕委員長さんに御協力願い 

  若さと人格、そして実行力のある谷脇さんを２年

前より考えて居りました。委員長の母体である貴

クラブのバックアップを願い、ロータリーの前進

につながる事を切望して居ります。 

４．２６４０地区社会奉仕事業のあらまし 

基本理念 

  ロータリークラブの社会奉仕活動は、時には「ロ

ータリーの心臓の鼓動」とも呼ばれる事がありま

す。又 Ｒ．Ｉ．会長 Ｊ．ウィルキンソン氏は、

社会奉仕は「ロータリーの心」と表現しています。

社会奉仕活動は、ロータリーの心を具現化する任

務があります。又、地域では、ロータリークラブ

の評価はクラブの社会奉仕活動による事が多い

のです。一般的に「ロータリークラブは何を？」

質問を受けます。難しい理論的な事を説明しても

分かりません。やはり具体的な行っている社会に

対する貢献プロジェクトを話しするのが近道で

す。近年ロータリアンの減少が憂いられています。

今ロータリーが効果的な社会奉仕活動を着実に

行い、実行してゆけば必ず地域の評価を得て、賛

同する会員が入会して来ると信じます。 

地区推奨項目 

①識字率向上運動 

   今世界に読み書き出来ない人口は、１０億人と

も言われています。そして女性が６０％以上で

す。諸悪の根源は識字率にあるとさえ言われて

います。皆様より賜りました基金はユニセフに

委託し、感謝されています。 

   今年度は、アフガニスタンの寺子屋運動に指定

致し、効果を挙げています。今年度は、現金約

６０万円、書き損じハガキ７，５００枚、切手

多数頂きました。 

  ②エイズ問題への取り組み 

   先進国のエイズ患者は減少している、日本は直
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接的に増加している。発生国は、

ほとんど不純性行為です。出来る

だけの防止運動をしたいもので

す。 

   和歌山県では、ロータリーにキャ

ンペーンの援助依頼あり現在県、

市、ロータリー３者でレッドリボ

ン運動を実施している。県内ロータリーから協

賛金（約５０万円）キャンペーンの人員６０名

等、意識が高まっています。又地区内各クラブ

もそれぞれの形で活動して居ります。 

其の他 

①ロータリー１００年の森林 

   今年度より環境保全委員会消滅、老化させない

様、和歌山県としっかり協力し進めてゆきます。

今年度約３０本欠落、補充済み。 

   基金残金約６００万円、委託してあるその中か

ら年６０万円保存手入れに使用。 

②ゴルフイースト会 

   貴クラブ提案「イースト会」大変盛況、親睦効

果が大きい、感謝します。 

 

９．閉会点鐘 

 

次回例会 
第 1530 回例会 平成 20 年 5 月 25 日(月) 
「家族例会」 

落語家と行くなにわ探検クルーズ及び 

海遊館のバス旅行 

 

 

 

 

 

上中嗣郎君  昨日大谷様にお世話になりました。 

山名正一君  笹嶋さま、ご苦労様です。本日、卓話

よろしくお願いします。 

花田宗弘君  フィリピンＷＣＳ参加の皆さんに大

変お世話になりました。 

楠部賢計君  笹嶋委員長、ようこそお越しいただき

有難うございます。 

谷脇良樹君  笹嶋様、ようこそおいで下さいました。 

寺下 卓君  笹嶋委員長、本日は卓話ご苦労様です。 

       フィリピンから昨日帰って来ました。 

       私の参加しているソフトボールチー

ムが、海南市民総体で優勝しました。 

宮田貞三君  セブ島から帰ってきました。大変よい

所でした。大漁をねらっていきました

が、釣られてしまって、魚はあまりあ

りませんでした。 

林 孝次郎君 フィリピンでエビをたくさん頂いて

きました。大変おいしかったです。 

地区社会奉仕委員長  笹島良雄 様 

本日はお招き感謝申し上げます。 

 

 

 

 

 

 

 

ゴルフ愛好家が世界記録目指し 

ポリオ・プラスの資金集め 
第 1230 地区（スコット

ランド）のロータリアンは、

ポリオ撲滅活動のための

チャリティーゴルフ大会

で5万ドル以上を募金する

ため、世界記録を打ち破る

計画を立てています。 

6 月 22 日に行われるこの計画は、24 時間以内に 18

ホールを何人のプレーヤーが回れるか、というもので、

現在の世界記録は、2007 年に中国で達成された 623

人。それまでの記録は、スコットランドのセントアン

ドリュース・ベイにおける 491 人でした。 

「また、スコットランドが世界記録を奪回するときで

す。もともと、ゴルフの発祥地はスコットランドです

から、世界記録の保持国として一番ふさわしいんじゃ

ないでしょうか」と、地区ガバナーのドリュー・ヒュ

ーズ氏。第 1230 地区の全 56 クラブがチームを出すよ

う呼びかけると同時に、一般の人々にも参加を呼びか

けています。 

大会の収益はポリオ・プラスに贈られるため、参加

者は最低 50 ポンド（約 1 万 300 円）を募金。目標の

624 人を超えたら、ポリオ撲滅のために 5万ドル（約

520 万円）以上の収益を上げる計算になります。 

大会は、プロゴルフ選手権も行われるダンドナルド・

リンクス・ゴルフクラブでの開催予定。最初のスター

トは午前 3時半です。詳細は大会案内（英語） 

http://www.worldrecordgolf.com/ 

をご覧ください。 

 

ロータリークラブ、ミャンマーへ 

シェルターボックス支援 
5 月 3 日に

ミャンマー

のデルタ地

帯を直撃し

た大型サイ

クロンの被

害により人

道的状況が

さらに悪化

する中、8日、

救援活動の経験豊富な 4人のボランティアが、800 個

以上のシェルターボックスを配るために被災地入り

しました。 

世界中のロータリークラブが支援する草の根の災
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害救援団体・シェ

ルターボックス

は、サイクロンの

被災者たちに真

っ先に手を差し

伸べた慈善団体

の一つです。ミャ

ンマーでは一刻

を争う援助が必

要とされているにもかかわらず、多くの国際団体が軍

事政権により入国許可の足止めを食わされるという

状態が続いています。 国連の報告によると、このサ

イクロンで 100 余万人がホームレスとなり、10 万人

が死亡したと推定されています。 

各ボックスには、

テント、コンロ、

浄水キット、道具、

などの必需品が収

められており、家

族 10 人が半年間

生活できるように

なっています。 

ロータリークラ

ブの存在しないミャンマーにおいては、ロータリアン

が救援活動に直接かかわることのできる範囲は限ら

れています。しかし、アメリカのシェルターボックス

事務所によると、オンラインでの寄付の数が急激に上

昇している上、ロータリアンからの寄付の申し出でで

電話が鳴りっぱなしとのことです。オーストラリア、

カナダ、ドイツの事務所でも、同じく寄付の件数が増

えていると報告されています。 

2000 年にイギリス・ヘルストン・リザードクラブの

プロジェクトとして始められたシェルターボックス

は、短期間にして世界中のロータリークラブからの支

援を集めるに至りました。現在まで、2,900 万ドルを

調達し、40 か国余りの 70 件以上の災害に対し、救援

活動を行ってきました。シェルターボックス 1個につ

きかかる費用は 1,000 ドルで、資金の約半分はロータ

リークラブからの寄付によるものです。 

 

 

 

 

 

インドの人々に健康な視力を 
 

インド、タミルナードゥ州のコインバトール・セン

トラル・ロータリー・クラブは、20 年近くにわたり、

インド全国で予防可能な失明を防ぐための国際的な

活動の中心的存在となってきました。 

インド盲人福祉協会（Blind Foundation for India）

によると、インドでのおよそ 1,500 万件の失明のケー

スのうち約 80 パーセントは、治癒可能または予防可

能なものであるとしています。白内障、角膜疾患、糖

尿病性網膜症は、そのような疾患の数例です。  

このような状況を懸念したコインバトール・セント

ラル・ロータリー・クラブは、サンカラ眼科協会

（Sankara Eye Foundation）と 1990 年に提携しまし

た。同協会は、予防可能な失明を防ぐために活動して

おり、インド全国に複数の施設を持っています。コイ

ンバトール・セントラル・ロータリー・クラブは、ロ

ータリー財団から 167,000 米ドルの保健、飢餓追放お

よび人間性尊重（3-H）補助金を受け、インドと米国

の地区の力を借りて、185 万人の人々に対し援助を行

い、5年以上にわたりコインバトールのサンカラ眼科

センターで行われた 1 万件近くの眼科手術に資金を

提供してきました。  

 それ以来、

コインバトー

ル・セントラ

ル・ロータリ

ー・クラブの

活動はますま

す活発になり、

ほかにも 6 件

の マ ッ チ ン

グ・グラント・プロジェクトを主導しました。それら

のプロジェクトの中には、インドと米国の 6地区が参

加し、国際的な慈善団体と手を組んで 2007 年に実施

されたプロジェクトがあります。このプロジェクトは、

最先端技術を用いた移動式機器を使って農村地域の

40 歳以上の人々に糖尿病性網膜症の検診を行うプロ

グラムに支援を提供しました。この「視力の贈り物プ

ログラム（Gift of Vision outreach program）」は、

5,613 回にわたり検診活動を行い、5 つの州で 3,200

万人の人々を援助し、362,000 件の眼科手術を無料で

提供しました。 

また、海外の複数のクラブが、財団から資金の提供

を受けていない地区レベルの奉仕プロジェクトを通

じて、コインバトール・セントラル・ロータリー・ク

ラブと協力しました。その一例であるドイツのブレー

メン・ハンサ・ロータリー・クラブとの活動は、約

1,500 件の眼科治療手術に資金を提供する多地区合

同プロジェクトへと発展しました。サンカラ眼科セン

ターの活動について耳にしたオランダのローターア

クターは、手術室にかかる費用のために 23,000 米ド

ルを集めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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
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