
 
 
 
 
 
 
 

第 1623 回例会  

平成 22 年７月 12 日(月) 
12：30～ 海南商工会議所 4Ｆ 「クラブ協議会」 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング  「我等の生業」 

３．お客様紹介  

ガバナー補佐 塩路 良一様(御坊 RC) 
４．ビジター紹介 

トミー・ミタ様(フィリピン タグラビン RC) 

５．出席報告 

会員総数 68 名 出席者数 48 名 

  出席率 70.59％ 前回修正出席率 83.82％ 

 

６．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹 君 

みなさんこんにちは。先週

に引き続きまして、塩路ガバ

ナー補佐には大変ご苦労さ

までございます。このあとよ

ろしくお願いします。ビジタ

ーのトミー・ミタ様、よくお

越し下さいました。 

昨日は参議院選挙、みなさ

ん投票に行かれたと思いま

す。投票所で一番に投票したら投票箱の中を確認する

ということは知っておられると思いますが。それがや

りたくて若い時に一番を狙って何回か言ったのです

が、うちの方にはそのマニアがおってあきらめてやめ

ておりましたが、昨年の総選挙の時に投票所も変わっ

たので少し早く行くと、なんかの拍子で一番となり念

願の箱の確認をしてきました。昨日はもうゆっくりと

行ってきましたけれど。 

野村吉三郎さんを知っておりますか、見渡しますと

半数以上の方はご存知という年齢と見受けますが。先

月の新旧理事の引継ぎの時に中村雅行さんの向かい

に座った時に、東京の和歌山県の学生寮の話から出て

きたのですが、横に座っていた岸さんは、今日はみえ

ていませんが、「知らん」ということですが、私とそ

んなに年も離れてないように思ったのですが、一方は

だいぶはなれているような感じのようでした。 

私が中学生時代に県選出の参議院議員で、現職で亡

くなられたと思います。和歌山生まれの海軍軍人、外

務大臣、そして有名なのは日米開戦時の駐米大使で晩

年は今、言ったように参議院議員をしておりました。 

今話題の『坂の上の雲』での秋山真之が起草したと

いう「皇国の興廃この一戦にあり」の日本海海戦にも

従軍したという人で、その日露戦争は明治 38 年(1905

年)ロータリーが生まれた年であり日本はロシアと戦

っているときにアメリカはシカゴでポールハリスら

によってロータリーが産声をあげたという時代背景

を参議院選挙という形で思い出しました。 

このあと、クラブ協議会、米田ガバナーの名代とし

てお見えの塩路ガバナー補佐が、てぐすねをひいてい

るかも、出席されます各委員長さんには『奮励努力』

をお願いします。 

 

７．幹事報告        幹事 上野山 雅也 君 
 本日、例会の臨時変更等の報告はありません。 
 前年度に災害義捐金を贈った山口県防府市から、礼

状が届きました。 
 
８．決算報告の承認   前年度幹事 寺下  卓 君 

 
９．予算案の審議     幹事 上野山 雅也 君 

 

10.閉会点鐘 

 
次回例会 

  休会(祝日のため) 22 年 7 月 19 日(月)  
第 1624 回例会  22 年 7 月 26 日(月) 

    海南商工会議所 ４F 12：30～ 
     ガバナー公式訪問 

 
 

 

谷脇 良樹君  クラブ協議会、よろしくお願いしま

す。 
平尾 寧章君  塩路ガバナー補佐様、クラブ協議会、

よろしくお願いします。 
花田 宗弘君  ティアゴ君を連れて、富士山に登っ

てきました。 
塩路 良一様  先日は例会終了後、ご馳走になり、 
(ガバナー補佐)    有難うございました。 
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クラブ協議会 
 2010-2011年度の活動計

画について、ガバナー補佐

の塩路 良一様を交え、各

委員長と熱心に協議いた

しました。 
 

挨拶する ガバナー補佐 塩路 良一様 
 
交換学生のティアゴ君が富士山登頂！ 
 1 年の日本留学

生活を終える記念

として、カウンセ

ラーの花田さんが、

ティアゴ君を連れ

て、７月１０日に

富士山へ登りまし

た。「とても良い思

い出になりました。

皆さん有難うございます」花田さん、楠部さんには、

ホームスティ等お世話になりました。 
 
 
 
 
 
インドの遠隔地で医療使節団が 

大規模な奉仕活動 
第 3080 地区のロータリアンのボランティアと医師、

総勢 37 名の医療使節団が 7 日間、インドのマディヤ

州にある遠隔地マンドラ地区を訪れ、約 5 万人を対象

に大規模な医療奉仕活

動を行いました。 
この医療使節団は、ラジ

ェンドラK.サブー元RI
会長と、インドの副法務

次官で第3260地区の元

ガバナーでもあるビベ

ック･タンカさんが組織

したもので、いくつかの

仮診療所に分かれて、医

療施設を利用できない人々に健康診断、歯科治療、外

科手術を提供しました。使節団には 24 名の医師のほ

かに9名のボランティアと4名の医療助手が参加しま

した。サブー元会長は次のように話しています。「こ

れは、医師たちが知識と才能のすべてを尽くして人々

に奉仕する、職業奉仕の最も素晴らしい例ですね。医

療を利用できない人たちに、医療を届けることができ

ました」 
サブー元会長は 1998 年以来、エチオピア、マダガ

スカル、マラウイ、ナイジェリア、スワジランド、ウ

ガンダといった国々で多くの医療使節団を組織した

経歴を持っていますが、今回の医療使節団は、それら

のどれにも勝る多くの患者に奉仕の手を差し伸べる

ことができました。

RAHAT(Rotary's Active 
Hands Are Touching)と
名づけられたこのプロ

ジェクトの実施地とし

て、マディヤ州政府と協

力してマンドラ地区を

選んだのは、タンカさん

でした。州政府は医療ボ

ランティア約 400 名にプロジェクトへの参加を依頼

しましたが、この取り組みの規模はタンカさんの期待

を大きく上回るものとなりました。「患者数、ロータ

リーと州政府から受けた支援、そしてロータリーのバ

ナーの下でチーム全員が力を尽くす光景。どれをとっ

ても私の期待と想像を超えるものでした。この使節団

は、より健康な社会を目指す取り組みの完璧な見本で

す」とタンカさんは言います。仮診療所は医療の種類

ごとに分けられ、マンドラ地区病院、カトラ病院、ヨ

ギラジュ病院、地元の赤十字病院では、より多くの患

者を治療できるよう、新しい医療機器などを取り入れ

て医療体制を改善することができました。この奉仕活

動中、医師とボランティアによって 3,500 件の歯科治

療が行われたほか、再建手術、整形手術、形成手術、

眼科手術を含む 2,000 件の大手術が行われました。医

療使節団団長で第 3080 地区元ガバナーであるスバッ

シュ・ガルグさんによると、これらの大手術の中には、

子宮ガンの摘出手術や、105 歳の男性の白内障手術も

あったということです。 
「使節団の活動が完了したとき、参加した人たちは

心からの達成感にあふれかえりました｣とガルグさん。

「こんなに大きな貢献ができて、参加したロータリア

ンは本当にうれしく思っています｣ 
 

ロータリー国連デーにご登録を 
 
年に 1 度のロータリー国連デー

が、11 月 6 日（土）、ニューヨーク

市の国連本部で開催されます。「ロ

ータリーと国連：地域を育み、大陸

をつなぐ」のテーマの下、国連、国

際ロータリー、その他の機関のリーダーが丸 1 日の会

議を開き、人道的問題や協力の機会について話し合い

ます。国連への RI 代表が主催する今年のイベントで

は、国連の上級スタッフやロータリーのリーダーによ

るプレゼンテーションのほか、保健、水、識字問題、

青少年に関するパネル討論が行われます。インターア

クターやロータリー青少年交換学生をはじめ、高校就

学年齢の青少年も、午前中に行われる青少年対象の特

別プログラムや、午後のその他のプログラムに出席す

ることができます。昨年のロータリー国連デーには、

46 カ国から 1,600 人以上が出席しました。今年は会

議スペースが縮小されたため、出席希望者は早期に登

録することをお勧めします。登録をご希望の方は、所

定の登録申込書を提出し、登録料をお支払いください。 
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