
 
 
 
 
 
 
 

第 1563 回例会 21 年 3 月 9 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

～ 献血例会 ～ 
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 73.53％ 

 

４．会長スピーチ      会長 宮田貞三君 

皆様、今日は。 
花田さん、林さん、

坂口さん、WCSでル

バング島へ太陽光

を利用した飲料水

の殺菌プロジェク

トに現地訪問をさ

れて、昨夜帰国され

ました。大変御苦労

様でした。 
本日は社会奉仕

委員会による献血

例会となっており

ます。いつも献血に

ご協力頂き有難うございます。献血をされる方は、

すいている時間を見計らって行って下さい。 
3月は識字率向上月間となっています。国際ロー

タリーは非識字こそ今後ロータリーの最重要課題

であるとして、1997年のRI理事会で決めました。そ

の後識字は2005年までのRIの強調事項に指定され、

それ以後４大強調事項の一つに識字・教育推進を挙

げられるようになりました。国連も緊急課題として、

識字問題を取り上げ、2003～2012年の10年間を「世

界識字10年」に指定し、国連も識字問題に対し強い

関心を持つようになっています。今年もRIは“夢を

かたちに”のテーマのもと、識字率の向上を主とす

るプロジェクトにも力を入れています。世界の非識

字者の99％は途上国に住み、その3／4は女性です。

特に女性に読み書きを教えることで、読み書きの出

来る母親は、自分の子供に読み書きを教えることが

できます。非識字者は字が読めないため就職も難し

く、地域社会に悪影響を与え、多くの悪い問題の温

床となります。避妊方法も分からず、人口増加に繋

がり、乳児死亡率も高く、病気に対する予防や治療

にも大きく遅れています。エイズの危険性も理解で

きないし、予防もできません。貧困と非識字は悪い

循環を繰り返しています。 
非識字は3つの点で人類の前途を暗くします。貧

富の差の拡大による国際紛争、避妊方法がわからな

い為の人口爆発、環境保全に無関心の為に起こる環

境破壊という21世紀が直面する最大の危機は、非識

字によってもたらされていると言っても過言では

ありません。 
今年、私達のクラブではWCSでフィリピンマンダ

ウェイイーストRCと共同で、セブ島の貧民街の子供

達に教材と給食の支援を行います。 
フィリピンでは、近寄ってくる子供達に物をあげ

たり買ったりしないで下さいと地元のロータリア

ンが言います。いつまでも観光客にものごいをする

生活に別れを告げる為に自分の力で今の状態から

自立する力を持たせてやりたいのです。皆さんから

頂いた教材と給食で学校を開き、貧民層の多くの子

供達に教育の機会を与えます。教育は生活を変える

事ができます。子供達が貧困から立ち上がるには、

どうしても教育が必要です。教育があれば正しい判

断ができますし、教育は子供達に希望をもたらしま

す。希望は地域に、地球に平和をもたらします。教

育こそが子供達を、地域を、地球を明るい良い循環

に切りかえることができます。 
ロータリーの友3月号の3P～9Pに“3月は識字率

向上月間”をお読み下さい。読んでいただくと識字

の問題が、私たちの身近な、そして重大な問題であ

ることが理解できると思います。 
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５．幹事報告         幹事 山田耕造君 

○メーキャップ 
 3 月 5 日 羽衣 RC  中西秀文君   
○例会臨時変更のお知らせ 
 和歌山北 RC 
  3 月 23 日（月）→3 月 23 日（月）12：30～ 

マリーナシティ（ラ・マルセイユ） 
  3 月 30 日（月）→3 月 30 日（月）12：00～ 

四季の郷公園（四季さい館２Ｆ） 
○休会のお知らせ 
 有田 RC       3 月 19 日（木） 
 和歌山東 RC     3 月 19 日（木） 
 

６．委員会報告 

○社会奉仕委員会     委員長 中村 文雄君 

本日献血の方、よろ

しくお願いします。今

月は識字率向上月間

です。本、未使用切手、書き損じハガキ、テレホンカ

ード、ポケットコインもよろしくお願いします。 
○ロータリー情報委員会  委員長 新垣  勝君 

ＩＤＭの開催についてよろしくお願い致します。テ

ーマは出席についてとその他になっています。 
○国際奉仕委員会      委員長 花田 宗弘君 
・フィリピン・ルバング島ＲＣ訪問報告 

今年はフィリピンのＷＣ

Ｓはルバング島ＲＣ（海南西

ＲＣと合同）とマンダウェ

イ・イーストＲＣ（4 月訪問）

両方に行きます。ルバング島

ＲＣのプロジェクトは、きれ

いな水を引くような処置施設をつくる事業です。訪問

先の現地の人も大変喜んでいます。 
  副委員長（世界社会奉仕担当） 林 孝次郎君 
ＷＣＳで 3 日～8 日に花田さん、阪口さんとフィリ

ピンへ行ってまいりました。はじまりは、ルバング島

の小野田さんの関係でＴＣがこの原点となって諸事

業をやりましたが、その後ロータリーが受け継いだと

いうことです。15 年前に小野田さんがルバング島へ

行ったときに写した写真もありました。 
 

７．閉会点鐘 

 

 

 

○一般ニコニコ 

阪口洋一君  ＷＣＳフィリピン訪問 林さん、花田

さんお世話になりました。 

宮田会長、送迎ありがとうございまし

た。 

花田宗弘君  フィリピン行きに際して、宮田会長に

送迎頂きお世話になりました。 

宮田貞三君  花田さん、林さん、坂口さん、ＷＣＳ

フィリピン訪問御苦労様でした。 

中西秀文君  羽衣ロータリークラブへ卓話に行っ

てきました。いい経験ができました。 
柳生享男君  昨日、孫たちと食事してきました。 
 

次回例会 

第 1564 回例会 平成 21 年 3 月 16 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 

会員卓話：吉田 昌生 君 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
人道的補助金予算の削減について 
世界的な不況により、ロータリー財団で多額の含み

損（未実現損失）が生じたことを受け、ロータリー財

団管理委員会は 1 月の会合で、人道的補助金プログラ

ムの今年度予算を米貨 1,630 万ドル削減すると決定。

マッチング・グラントとボランティア奉仕活動補助金

に影響が出ることになりました。 
・マッチング・グラント 
支給要件を満たし、書類が不備なく揃った申請は、

残る予算がすべて充当されるまで先着順に承認して

いきます。今年度予算充当後は、財団が受理し保留と

なっている申請書はすべて保管され、2009－10 年度

開始後に審査されます。これらは要件が満たされた時

点で、先着順に承認されます。保留となっている申請

書の提唱者には、詳細がＥメールで送られます。新規

の申請書は提唱者に返送され、7 月 1 日以降に再提出

が求められます。 
・ボランティア奉仕活動補助金 
現時点で、今年度の予算はすべて充当されており、

以降の申請書は受け付けられません。保留となってい

る対象プロジェクトの連絡担当者は、今年度の支給分

について申請が審査されない旨が通知されます。今後

、新規申請書はすべて提唱者に返送され、その件につ

いての説明を受けま

す。承認済みの補助金

は支給手続きが行わ

れます。2009－10 年

度の人道的補助金の

支給に関する情報は、

4 月の管理委員会会

合以降に発表され、年

度開始に先立ってロ

ータリアンに通知さ

れます。なお、地区補

助金と 3－H 補助金

に関しては今年度、特

に影響はありません。

ご覧ください。 

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


