
 
 
 
 
 
 
 

第 1615 回例会 

平成 22 年 5 月 17 日(月) 
海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話 ＷＣＳ海外視察報告 寺下 卓君 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「我らの生業」 

３．出席報告 

会員総数 69 名 出席者数 47 名 
   出席率 68.12％ 前回修正出席率 73.91％ 
 

４．会長スピーチ     副会長 小椋 孝一 君 

みなさん、こんにちは。花

畑会長が東京に行っていま

すので、代理であいさついた

します。今回で、3 回目のス

ピーチになります。音楽につ

いて、私の息子が紀州レンジ

ャーズの応援歌を歌ってい

ます。そのほかに「声」と言

う歌が、野球をテーマにした

歌で、自分の体験を通じて作り、もしかすると今年の

夏の甲子園予選で流れるかもしれません。また、最近、

流行っている歌で「トイレの神様」と言う曲がありま

す。１０分程度と長いですが、詩がとても良く、泣け

てきます。一度、機会があれば聞いてください。 
5 月は子供の日がありました。最近、エコが取り上

げられていますが、物のありがたさ、大切さを感じら

れる事がありました。息子の長男の節句の人形ですが、

息子が自分の使った人形を物置から出してきて飾っ

ています。いいことだなと思います。また、もうすぐ

6 月になりますが、蛍の季節がやってきます。宮田敬

之佑さんにニックネームをつけていただきました「蛍

の孝ちゃん」です。シーズンが来ましたら、紀美野町

の蛍を見に来てください。 
 
５．幹事報告          幹事 寺下 卓 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
 岩出 RC 

6 月 10 日(木)→6 月 12 日(土)  
花ふじ（夜間例会）  

○６月のロータリーレート 
１ドル＝９２円 

○春の叙勲 

  当クラブの上南 雅延君が瑞宝双光章を授けられ

ました。名誉なことであり、クラブからお祝いをさ

せていただきました。おめでとうございます。 

 
６．委員会報告 

○国際奉仕委員会     副委員長 阪口 洋一君 

 6月 24日から台湾の彰化東南ＲＣの創立 15周年記

念式典の参加者募集のＦＡＸを送信しています。多く

のご参加をお願いします。 

○次年度の委員会組織 会長エレクト 谷脇 良樹君 

 次年度の組織表をお配りしています。次年度はガバ

ナー訪問も早くなり、クラブ協議会の日程も例年通り

計画できません。各委員会もお早めに開いていただく

など、ご協力宜しくお願いします。 

 

７．会員卓話 

 ＷＣＳ海外視察報告       寺下  卓 君 

みなさん、こんにちは。先

月の４月 2３日から 26 日ま

で、フィリピン・セブ島のマ

ンダウエ・ロータリークラブ

のＷＣＳプロジェクトの視

察に行ってきましたので、ご

報告させていただきます。 
フィリピン・セブ島のマン

ダウエ・ロータリークラブと

の付き合いは 2002 年からで、林さん、花田さんが道

をつけてくれました。以来、毎年、このＷＣＳの支援

が継続して行われているわけですが、これまで、多く

のメンバーの方が視察に参加され、また、フィリピン

からも海南へ幾度か来訪されています。 
今回のプロジェクトは、貧困地域の医療支援および

同地域の栄養失調の子供たちの栄養補給、教育支援で、

有田 2000ＲＣ、御坊東ＲＣ、姉妹クラブの台湾

(RID-3460)彰化東南ＲＣが共同で支援いたしました。 
 また、視察には、御坊東ＲＣの雑賀さんと昨年、実

施した「100 万本のマングローブ」プロジェクトの関

係でＰＧの平原さんが参加してくれました。 
プロジェクトの背景として、セブ島の一部の貧困地
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域では、十分な食事が出来ない状況にあり、特にその

地域の子供達は、

栄養失調と衛生環

境から、病気にか

かる率が高く、さ

らに、薬も買えず、

治療も受けられず、

多くの尊い命が失

われている現状に

あります。また、

こうした悲惨な生活環境は、教育面においても深刻な

問題をかかえ、不登校、長期欠席や中途退学など貧困

から来る悪循環を引き起こしています。こうしたこと

から、これらの地域の生活環境を改善するための医療

支援（集団治療：医師、看護師、薬の提供）と栄養補

給（食料の提供）さらに、教育支援（本、文具、制服

の提供等）のプロジェクトを実施しました。 
○医療支援（Medical mission） 
 貧困地域の 4 ヵ所で、集団検診、治療を行った。何

れもその地区の自治組織、ボランティア団体などのロ

ータリー共同体(RCC)の協力によって、事前の広報、

準備が行われ、延べ４５０人の医療支援を実施した。 
○子供たちの栄養補給、教育支援 

 ロータリーが支

援する貧困地域の

託児所(教会に併設)
で、主に幼児の給食

支援、教育支援を行

っている。さらに、

ここでは母親の職

業訓練と共同作業

所を併設し、裁縫作

業による衣料品、布袋、刺繍製品等の製作作業を行っ

ており、自立に向けての支援活動を展開している。今

後の課題として、受注・販路の開発が必要とされてい

る。 
 また、山間部の小学校に対する教育支援として、本、

文具等の提供を行った。この小学校では、山間部にあ

りながら、範囲が

広く、生徒数が約

1,300 人を抱えて

いる。このため、

先生の数、学校の

施設や教室も不足

し、あふれた子供

達は屋外で授業を

受けている。特に

水の供給が急務で、2Km 離れた水源（湧き水）から

ホースを引く計画を立てている。さらに、中古テレビ

をつかった授業などの考えており、次年度の支援のリ

クエストを受けた。 
全体的に行政の乏しい予算では、改善できない状況

にあり、ロータリーの支援活動に頼らなければならな

いとのことでした。 

皆さんのご協力をお願いします。 

８．閉会点鐘 

 
次回例会 第 1616 回例会：22 年 5 月 23 日(日) 

       「家族例会」奈良ホテル他 
 
 
 
 
☺一般ニコニコ 
吉田 昌生君  ＮＨＫのＢＳ放送「街道てくてく旅 

熊野古道をゆく」で 5 月 28 日朝 8
時から 15 分間、藤白神社へ元プロテ

ニスの森上亜希子さん来て、生放送

されます。 
田岡 郁敏君  父が倒れて以来、行けてなかった新

婚旅行に先月、5 年目にして、行っ

てきました。 
上南 雅延君  春の叙勲に際し、瑞宝双光章の栄に

浴しました。お祝い頂き有難うござ

います。 
寺下  卓君  本日、卓話宜しくお願いします。 
中村 文雄君  フィリピンのＲＣから感謝状をいた

だきました。 
名手 広之君  ＳＡＡを三木さんにお願いしました。 
        久しぶりに美味しい昼食を頂き、有

難うございました。 
 
 
 
 
 
 
 
ポリオ撲滅に向けた 

チャレンジの進ちょく状況 
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

団から計3億5,500万ドル

の補助金を受ける条件と

して、ロータリーが

2 億ドルの資金調

達を約束した「ロー

タリーの 2 億ドル

のチャレンジ」につ

いて、4 月 30 日現

在、約 1 億 2,240
万ドルがロータリアンから寄せられています。発展途

上国では、ポリオ感染によって体のまひに侵され、将

来の希望を見いだすことのできない子どもたちと、そ

の苦境に直面する家族がいます。ゲイツ財団の補助金

とロータリーの募金による資金は、このような国々で

の予防接種の支援に、直接投入されることになります。

なお、2 億ドルの資金調達は、2012 年 6 月 30 日まで

に達成することが求められています。 

会報・ＩＴ委員会    委員長：岩井 克次  副委員長：上野山 雅也  委員：岸 友子、金川 龍一、大谷 徹、三木 正博


