
 
 
 
 
 
 
 

第 1640 回例会  

平成 22 年 12 月 13 日(月) 
12：30～ 誕生祝い・結婚祝い 

会員卓話：PETS 報告 田村健治会長エレクト 
 

１．開会点鐘       

２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．出席報告 

会員総数 67 名 出席者数 40 名 

  出席率 59.70％ 前回修正出席率 83.58％ 

 

４．会長スピーチ      会長 谷脇 良樹君 

みなさん、今日は。 
昨日は会長エレクト

勉強会に田村さん、山

畑次期幹事ご出席ご苦

労さまでした。また、

冒頭の地区懸案の会合

には私の名代を含めて

平尾パストガバナーに

はありがとうございま

した。 
先日日本は、サッカ

ーの W カップの招致に失敗しました。あれは、4 年

に 1 度の大会で、そのうち 3 回に１回は欧州で開催さ

れる事になっています。今年度の国際大会は米国です

が、これも 2 回つまり 2 年に 1 度は米国です。サッ

カーは発祥の地、RC も発祥の地といいますけれど、

その根底には人間の肌の色に関する隠れた部分があ

ることをみなさん大いに認識しておいて下さい。 
この続きはいずれお話をしたいと思っております。 
12 月 2 日に柳生親睦委員長と九州は宮崎県の宮崎

中央 RC の例会に日帰り旅をしてきました。年初に掲

げました国内 RC との友好関係を持つと言うことの

一環でお互いに友好を結ぶために大変な歓迎をうけ

て帰ってきました。年明けには、宮崎からも当例会に

来てくれることになっております。知らない土地の知

らないロータリアンと接する友情を結ぶ、これは、

RC のある一面醍醐味です。肩の凝らない関係で仲良

くゆくために、皆様方ぜひあちらの方が来られた節は

心よくお迎えをして下さい。 

５．幹事報告        幹事 上野山 雅也君 
○例会臨時変更のお知らせ 

 有田南ＲＣ 

  12 月 21 日（火）→12 月 21 日（火） 18：30～ 

橘家（クリスマス家族例会） 

1 月 11 日（火）→1月 11 日（火）18：30～ 

シーサイド松宮 

 新宮ＲＣ 

  12 月 22 日（水）→12 月 26 日（日） 9：00～ 

新宮ロータリー杯 バトミントン大会 

新宮市立体育館 

1 月 12 日（水）→1月 12 日（水）18：00～ 

かわゐ（新春夜間例会） 

 有田ＲＣ 

1 月 6 日（木）→1月 6日（木）18：30～ 

橘家（新春夜間例会） 

○休会のお知らせ 

 有田ＲＣ 12 月 23 日（木） 

12 月 30 日（木） 

 有田南ＲＣ 12 月 28 日（火） 

1 月 4 日（火） 

 新宮ＲＣ 12 月 29 日（水） 

1 月 5 日（水） 

 

６．会員卓話  

会長エレクト 田村 健治君 
 2010 年 12 月 12 日

（日）、全日空ゲートタワ

ーホテル大阪の会長エレ

クト勉強会に次期幹事の

山畑弥生君と出席しまし

たので報告いたします。 
１．PM1:00～2:00 昼食

後懇談会 
  コーディネーター 

中島治一郎 PDG 
現在2640地区に於いて、

米田ガバナーが林氏のガバナーエレクト就任に対

し不承認を宣言し、RI も未承認だと主張している。

この問題につき、パストガバナーを代表して中島

PDG がこれまでの経過を説明し、林氏を擁護する

意見を述べた。 
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 米田 G の承認拒否理由は、林氏の経歴に問題あり

との事で、後任として認められないというもの。こ

れに対し、中島 PDG は 7 年前の事件当時林氏の弁

護を担当した有田弁護士を呼び、詳しい内容を述べ

てもらった。更に林氏を選出したのは所属クラブで

あり、人柄でも適任と認めたからだと正当性を主張

した。話の終了後、米田 G 所属の会長が質問に立

ち討論を行った。 
２．林 GE が RI 会長エレクト：カルヤン・バネルジ

ー氏（インド）、ノミニー：田中作次氏（日本）の

紹介を行った。次に「次年度に向けて」というタイ

トルでスローガンを述べた。「私はアナログ人間。

話し合いは出来るだけ面と向かって行いたい。楽し

い RC をめざす。」 
３．RI について   中島パストガバナー 
・詳しくは 3 月の PETS の時に述べる。 
・RI は理事会が中心になって管理・運営を行ってい

るが、約 450 名の職員が働いている。 
・この組織は、会長を頂点に置くピラミッド型ではな

く、会員が上の逆三角形を形成し、会長は下で、バ

ランスを取ってささえる組織である。 
４．クラブ運営について   前窪パストガバナー 
・ガバナーは RI と各クラブのつなぎ役。 
・各奉仕プロジェクト：前は単年度で行っていたが、

最近は継続事業を毎年引き継ぐようになっている。 
・今回のトラブルは、今一度運営の「見直し」を考え

る良い機会ととらえたい。 
・目標：出席率、米山、財団等、数字で表わされる目

標を意識すれば良い。 
 

７．閉会点鐘 

 
次回例会 

  第 1641 回例会  平成 22 年 12 月 20 日(月) 
    海南商工会議所 ４F 12：30～ 

会員卓話：魚谷 幸司 君 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
○会員誕生日 
 ９日 阪口洋一君   １７日 寺下 卓君 
１６日 田岡郁敏君   

○奥様・旦那様誕生日 
 ４日 名手寿美江様  ２３日 宇恵恭子様 

  ６日 辻 倫子様   ２７日 中西尚子様 
 １０日 的場盛也様 
○一般ニコニコ 
寺下 卓君  次男が結婚しました。お祝いを頂きあ

りがとうございました。 

 
 
 
 
 
インドの子供たちに笑顔を 
スボード・クマール・シ

ン医師は、2004 年以来、

口唇裂と先天性の口蓋疾

患を治す手術を 1 万 2 千

回以上行ってきました。そ

の患者の中でも有名とな

ったのが、ピンキ・ソンカ

ールちゃんです。ピンキち

ゃんは、2009 年に短編ド

キュメンタリーの部門で

アカデミー賞を受賞した

「スマイル・ピンキ」（メ

ーガン・ミラン監督、39 分）の登場人物です。イン

ド、ウッタルプラデシュ州、ワーラーナシー・ミッド

タウン・ロータリー・クラブの会員で、1996-97 年度

に研究グループ交換でブラジルに赴いたことのある

シン医師は、当時 5 歳だったピンキちゃんの口唇裂を

治しました。250 米ドルの費用がかかる手術は、国際

的な慈善団体「Smile Train」を通じて無料で行われ

ました。同団体は、恵まれない子供たちに口唇裂と口

蓋裂の手術を行い、口唇裂に関連する研修を医師に提

供しています。手術前は、ほかの子供たちからいじめ

を受けていたために学校に通うことができなかった

というピンキちゃん。「口唇裂を患うインドの子供た

ちの生活といったら実に悲惨なものです」とシン医師

は話します。「教育を受けずに隔離されて育ち、友達

もいません」手術を受けずに育った子供たちは、発話

障害に加えて、幼児期の摂食困難などが要因で平均寿

命がほかの子供たちよりも 15 年短いとシン医師は説

明します。映画の中では、45 分の手術と 5 日間の入

院の後に、母親の元に戻ってきたピンキちゃんと父親

の姿が映し出されています。娘の美しい顔を見た母親

の目からは喜びの涙がこぼれ落ちました。映画の最後

のシーンでは、ピンキちゃんが友達といっしょに笑っ

たり、シン医師から手術を受けたもう一人の子供、11
歳のグタル・チャウハンちゃんがクラスメートととも

にクリケットをする姿があります。「Smile Train」に

よると、二人とも現在、学校に通い、よい成績を収め

ているそうです。これまで、2 百人以上の子供に口唇

裂と口蓋裂の手術を行うために、世界中のロータリー

クラブから直接資金が送られています。2007 年には、

ワーラーナシー・ミッドタウン RC とマンズフィール

ド RC（オーストラリア、ビクトリア州）による 15,756
ドルがかりのロータリー財団マッチング・グラント・

プロジェクトで、シン医師らが 1 万 8 千回以上の手術

を行ってきたワーラーナシーの病院に、医療機器や手

術用機器が提供されました。「手術の後に、人生が大

きく変わった多くの患者を見てきました。彼らは自信

を取り戻すことができたのです」 

会報委員会    委員長：吉野 稔  副委員長：木地義和  委員：土井元司 楠部賢計  阪口洋一 上田善計


