
 
 
 
 
 
 
 

第 1559 回例会 21 年 2 月 9 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  「四つのテスト」 

 
３．出席報告  

会員総数68名 出席者数45名 出席免除会員1名 

  出席率 66.18％ 前回修正出席率 75％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

 皆様今日は。

立春も過ぎ、め

っきり春めいて

参りました。 
金川さん 2月

１日ローターア

クト連絡協議会

の出席御苦労様

でした。花田さ

ん、2月8日青少

年交換長期派遣、

学生オリエンテーションの出席ご苦労様でした。 
 本日は、2回の理事会の報告をさせて頂きます。

今年は全国ロータリー野球大会が改装になった甲

子園球場で開催されます。私達のロータリー野球部

も出場の申し込みをしました。参加費用37万円の内、

クラブからも一部補助させていただくことにしま

した。野球部の検討と皆様の応援をよろしくお願い

します。 
 財団奨学生のニルダさんが、日本で英会話の先生

をしたいとの希望をお持ちです。 
 今、各学校で英会話教育に力を入れられています

ので、彼女は長年教壇にも立たれ、教え方もエネル

ギッシュで、指導者として適任ですとの推薦状を書

かせて頂きました。英会話の先生の募集について、

良い情報があれば教えて下さい。 
 ローターアクトの会員は、今年3名でスタートし

ましたが、会員の一人が外国に転勤となり現在2人
です。このままですと、ローターアクトの本来の活

動も出来にくくなっています。地区青少年委員長の

金川さんも気をもんでいます。ローターアクトの増

強にも皆様お力添えをお願い申し上げます。 
 クラブの入会金の件について、会員が万一退会し

た場合、会員の家族が直に入会した場合は、入会金

を引き継ぐことが出来る事としました。 
 それから2月16日から19日までフィリピンのマン

ダウェイイーストRCのジャスミン会長他2名が昨

年5月のWCS奉仕活動の報告と、私達クラブとの親

睦を深める為に来られます。昨年秋に訪問したいと

連絡がありましたが、今になりました。 
 2月は世界理解月間となっています。世界理解と

一口に言っても、問題が大きすぎて何を行ってよい

かわかりません。しかし、私達一人一人にでも出来

ることがあります。私達クラブを訪問された交換留

学生や財団米山奨学生、そしてGSEメンバーの方々

と、あらゆる機会をとらえて話し合い、意見の交換

を行い、親睦を深め、交流を積み重ねる事が世界理

解に継って行きます。 
 財団奨学生のニルダさん、そして今回来られるマ

ンダウェイイーストRCの会員との交流は世界理解

にとって良い機会です。 
 16日の例会に出席してくれると思います。その折

は皆様よろしくお願い申し上げます。 
 国際理解するについて、もう一つの方法は「百聞

は一見にしかず」国際大会や世界社会奉仕活動に実

際に参加し、今までの奉仕活動の成果を現地へ行っ

て直接見る事です。何を望んでいるか、何が喜ばれ

たか、現地で知ることの一つ一つの積み重ねが、世

界理解に継っていきます。 
 本日は、国際奉仕委員長の花田さんの卓話です。

本年度の世界社会奉仕事業の予定と、国際大会につ

いてのお話です。よろしくお願いします。 
 
５．委員会報告 

○親睦活動委員会 委員長 寺下 卓君 

親睦地区大会ゴルフ大会参加お願いします。  
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６．会員卓話 

国際奉仕委員長 花田 宗弘君 
 
今月は国際理解月

間です。本日は国際ロ

ータリーが提唱して

いる様々な国際行事

の中から当クラブが

実施している主な活

動を紹介させて頂き

ます。 
１）国際大会 毎年年

度末の6月に次年

度のRIの会長の紹介を兼ねて、各国持ち回りで

開催されます。今年は英国のバーミンガムで、

昨年は米国のロスアンジェルスでした。来年は

カナダのモントリオールの予定です。 
２）世界社会奉仕（WCS）相手国のロータリークラ

ブと共同で、援助を必要としている国、地域に

対して援助をおこないます。当クラブはここ数

年来フィリピンのマンダウエイーストRCおよ

びルパング島RCと共同で活動しています。 
３）友好、姉妹クラブ 台湾の彰化東南RCと姉妹ク

ラブを締結しており、隔年に相互訪問の交流を

行っています。 
４）財団奨学生 6ヶ月語学、文化交流奨学生、1年、

2年の専門学奨学生の派遣および受入。これは一

般の奨学金制度と違って、ホストクラブ、カウ

ンセラー制度があり奨学生には大変喜ばれてい

ます。当クラブでは現在フィリッピンからの奨

学生Nildaさんのホストクラブとなっています。 
５）青少年交換 高校生を対象とした1年間の交換

留学制度で、これも財団奨学生と同様ホストク

ラブ、カウンセラー制度が実施されています。

当クラブでは来年度ブラジルからの留学生の

ホストクラブになることになっています。 
６）米山奨学生 日本独自の受け入れ奨学生制度で

優秀な日本で学ぶアジアの学生に奨学金を援

助しています。 
 
７．閉会点鐘 
 

 

 

辻 秀輝君  海南商工会議所主催の落語、笑福亭松

喬氏の「手水廻し」面白かったです。

角谷会頭ありがとう。 

花田宗弘君  本日卓話させて頂きます。 

花畑重靖君  雪まつり 知事、市長とミカンの PR

に行って来ました。 

宮田貞三君  製材についての話が出ましたので。 

宮田敬之佑君 何会の宮田セイが出ましたので。 

 

 

 

次回例会 

第 1560 回例会 平成 21 年 2 月 16 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

ゲスト卓話  
 県議会議員 藤山 様 

 
 
 
 
 
 
 

ゲイツ財団が 

ポリオ撲滅に新たな補助金 
 
世界的なポリオ撲滅活動に充てるため、ビル・アン

ド・メリンダ・ゲイツ財

団から国際ロータリー

（ＲＩ）に対し新たに 2
億 5,500 万ドルの補助

金が寄せられました。 
 野生ポリオウイルス

が現存する 4 か国 （ア

フガニスタン、インド、

ナイジェリア、パキスタ

ン）のガバナーエレクト

との会合を終えたビル

・ゲイツ氏は、サンディ

エゴ国際協議会の本会議で、新たな補助金の提供を発

表。「ポリオウイルスの完全な根絶は難しく、今後も

難を極めることでしょう。撲滅という目標に私自身が

深くかかわるようになったのは、撲滅を目指して努力

を傾けるロータリーのひたむきな姿に深い感動を覚

えたことが大きな理由です」と述べました。 
 今回受領した補助金は、ロータリー創設以来 104
年の歴史に

おいて最も

高額なもの

です。 2007
年 11 月にも

、ロータリー

が同額を集

めることを

条件にゲイ

ツ財団から 1
億ドルの補助金を受領していますが、今回、募金の上

乗せを条件に新たな補助金を受けたことで、ＲＩはさ

らに 1 億ドルの募金を目標に掲げ、「ロータリーの 2
億ドルのチャレンジ」と銘打って、2012 年 6 月 30
日までに上乗せ資金を調達していくことになります。 
ロータリーは既に約 7,300 万ドル（うち現金寄付

6,200 万ドル、誓約 1,100 万ドル）を集めています。

各クラブには今後 3 年間、一般の人々を対象に募金活

動を実施するよう奨励しています。 

会報・ＩＴ委員会   委員長 西川 富雄  副委員長 吉野 稔  委員 山東 剛一、田村 能孝、吉田 昌生 山畑 弥生


