
 
 
 
 
 
 
 

第 1681 回例会  

平成 23 年 11 月 21 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  「それでこそロータリー」 

３．出席報告 

会員総数 60 名 出席者数 40 名 

  出席率 66.67％ 前回修正出席率 70.00％ 

 

４．会長スピーチ      会長 田村 健治 君 

この週末は大変な天気で、

紅葉見物などの計画が狂って

しまった方もおられたんでは

ないでしょうか。残念でした。 

 さて今日のお知らせですが、

先月の理事会に於いて、昨年

度の規定審議会の決定事項で

ある、定款改正などに伴うク

ラブ細則について、改正を承

認しました。それをお知らせ

しますと共に、2 週間後の年

次総会で、皆さんにおはかりさせていただきます。内

容を要約しますと、これまでの 4大奉仕部門に新世代

を入れて 5大奉仕部門とした為、理事が一人増えたこ

とです。その理事を、新世代委員会の委員長である吉

川博之さんに、今年度の後期よりなっていただくこと

になりました。詳しい内容は、メールでご覧ください。 

 もう 1 つのお知らせは、2640 地区の空席だったガ

バナーエレクトがようやく決まったことです。既にガ

バナーノミニーに選出されていた大阪狭山 RC の北中

登氏が任命されました。その為、急拠また新しいノミ

ニーを選ばなくてはならないことになりました。いっ

たいどうなっているのでしょうかね。 

 さて、先週は今注目の TPP とりわけ医療問題につい

て少しお話させていただきました。2,3 日前 NHK テレ

ビでその道の専門家たちによる TPP についての討論

会番組がありました。皆さんご覧になりましたか？し

っかり理解させてもらえるかと期待しましたが、残念

ながら、なるほどと思うほど説得力のある発言はなか

ったですね。私にはそう思われました。医療問題は何

とか成りそうですが、農林水産業即ち一次産業がどん

な影響を受けるのか、非常に心配です。食料の自給率

が益々下がるようなことがあっては国家の一大事で

すから。今日はこれで終わりますが、また勉強してた

めになる情報が入ったらお話させていただきます。 

 
５．幹事報告        幹事 山畑 弥生 君 
○例会臨時変更のお知らせ 
新宮 RC 11 月 30 日(木)→12 月 3 日(土) 

16:00～ 東宝ボウル 親睦ボーリング 
和歌山南ＲＣ 12 月 2 日(金) →12 月 2 日(金) 

12：30～ ルミエール華月殿 

和歌山西ＲＣ 12 月 14 日(水) →12 月 14 日(水) 
18：00～ 忘年夜間家族例会 

海南西ＲＣ 12 月 15 日(木) →12 月 17 日(土) 
17：00～ 神田屋 忘年例会 

有田南ＲＣ 12 月 20 日(火) →12 月 20 日(火) 
18：30～ 橘屋 クリスマス家族例会 

有田2000ＲＣ 12月21日(水) →12月17日(土) 
クリスマス例会 

高野山ＲＣ 1 月 6 日(金) →1 月 6 日(金) 
17：00～ 新年例会 

田辺ＲＣ 1 月 11 日(水) →1 月 11 日(水) 
18：00～ ガーデンホテル「ハナヨ」 

新年家族例会 

○休会のお知らせ 

有田南ＲＣ   12 月 27 日（火） 

田辺東ＲＣ   12 月 28 日（水） 

和歌山西ＲＣ  12 月 28 日（水） 1 月 4 日(水) 

有田 2000ＲＣ  12 月 28 日（水） 

海南西ＲＣ   12 月 29 日（木） 

高野山ＲＣ   12 月 30 日（金） 

○ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ 

 堺市堺区北三国ヶ丘 1-1-16 Ｃ棟 14 号 

  TEL 072-224-2640  FAX 072-224-2650 

○12 月のロータリーレート   １＄＝78 円 

○例会終了後、臨時理事会を開催します。 
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６会員卓話 

○前田 克仁君 

東日本大震災後の漁業復興と

繊維ロープ業界について、お話

します。北海道・三陸は日本最

大の漁業生産地でマス定置網等

が行われています。震災で壊滅

的被害を受け、カキ・ホタテ等

貝類、昆布．ワカメ等海草類、

サケ漁に深刻な影響を及ぼして

います。これに対して、国の１次補正予算では、5月

２日に成立した水産庁2,150億円（本予算2,000億円)、

漁船・定置網 200 億円 漁協１/3 負担、養殖 240 億円 

漁業者 1/9 負担（激甚災害）となっています。漁業の

復旧では、北海道で５月～６月のホタテ養殖用資材で

は、人的被害なく復旧への動き早かった。岩手ではワ

カメ養殖。各漁協毎に決断ができ、サケ定置網業者は

大半が再開の意思があり、県の補助率もアップした。

宮城では、１つの漁協に統一されているため全体とし

ての意思決定が遅れ、県の方針も遅れている。総合的

に見て当初の予想を上回る早さで復旧へ向けて動き

出すもよう。 

繊維ロープの需要は、定置網用資材－，ホタテ・カ

キ・ワカメ、昆布養殖用資材として、ＰＰロープの需 

要が大量に発生。一業界規模 160 億円。漁業関係昨対

５月～８月 160％前後、９月では 200％･繊維ロープ業

界始まって以来の特需があった｡ただし､漁期の加減

で納期がなく、原料・材料も不足しています。リーマ

ンショック以降、震災前までは雇用調整助成金を受け

週３～４日休業。復旧予算は２５年３月までの期間限

定で、数年後の反動をおそれ大幅増員・設備増強もで

きず残業。休日出勤等で対応しているが、人も機械も

疲労した。１０月末で一段落（漁期に間に合うタイム

リミット)。１丸でも多くのロープを製造し納品する

ことが漁業被災者の支援に直接つながるという思い

です。当社の状況は、西日本とりわけ九州地区に特化

しているため直接の販売先はないが、同業者からの依

頼を受け、その量の多さに北海道・三陸の漁業の規模

の大きさを改めて実感しました。残業・休日出勤で対

応し、海南、野上地区の同業他社も同様の状況です。

来年以降は計画的な発注で納期に余裕があり、間接的

な需要まであるかが不透明です。 

また、国の３次補正予算は 11 月 21 日に成立の見込

みで、全体で 12 兆円（水産庁 5,000 億円 内漁港・漁

村復旧 2、500 億円)。漁業だけでなく各方面で本格的

な復|日・復興が始まります。繊維ロープ業界として

モノづくりをすることでさらなる貢献をしていきた

い。 

 

 

 

 

 

 

 

○三木 正博君 

 私の現在思う、たわい無い

事について、お話します。 

 私が今まで生かされてきて、

ようやく高齢者の仲間に至っ

たのですが、最近、町内でも

よく頭に浮かぶ事は、同年代

の人でも、考え方や行動の仕

方について、大変元気に暮ら

している人とそうでない人に

分かれてしまっているように思います。なぜ、そんな

になってしまったかは、理解しにくいのですが、多分、

おかれている環境のせいだと思いますが？私なりに

思うのですが、元気な人はお友達が多く、努めて外に

出かけ、いろんなことに挑戦している人だと思います。

一方、そうでない人は孤独で、積極的でない人です。

連れ合いが亡くなられた方は、特に寂しそうに感じら

れます。元気を取り戻してほしいです。そして、自分

の相性の良いお友達を探して、遊び心を取り戻し、多

いに人生を楽しんでほしいです。男性仲間でも良いし、

異性なら、もっと楽しいと思います。食事や話等に努

めて、一緒に出かけられたら、元気が出ると思います。 

 また、人間は社会にご奉仕することによって、少し

リッチになれたような気がします。これも大事なこと

です。私は今でも現役で、若い人たちに負けないくら

い仕事をしています。お蔭様で健康も今のところ上々

ですし、多少は物忘れもありますが、いろんな事に挑

戦しています。日曜大工が好きで、棚とか机を作って

いますが、作るより道具類に凝ったりする方で、コー

ナンに結構、支払いました。大体、３日に１回は出か

けます。そして、定員さんと友達になりましたが、こ

の間、海南のスナックでバッタリ会いました。これも

楽しい出来事です。私は頼まれると断れない性分で、

引き受けてしまいます。人に協力することは良いこと

ですが、後で難儀することもあります。ロータリーク

ラブの皆さんには、色々なことを教えてもらい、また、

助けていただきました。これからも、皆さんに協力し

て出きる限り頑張りますので、よろしくお願いします。 

 

○倉橋 利徳君 

職業柄、今日はがん検診に

ついて、お話します。 

がんによる死亡者数は年間

30 万人を越え､死亡原因の第

一位となっています。－部の

がんでは早期発見･早期治療

が可能です。がん検診は､がん

の死亡率を減少させることが

できる確実な方法ですので、

是非、皆さんも受けてみてください。 

がん検診の目的は、がんを早期発見し､適切な治療

を行うことでがんによる死亡を減少させることです。

検診の対象は症状のない人です。 

また、がん検診の基本条件は、がんになる人が多く､

また死亡の重大な原因であること。がん検診を行うこ

2012 年 5 月 6～9 日 

”微笑みの国”タイ 

バンコク 



とで､そのがんによる死亡が確実に減少すること。が

ん検診を行う検査方法があること。検査が安全である

こと。検査の精度がある程度高いこと。発見されたが

んについて治療法があること。 総合的にみて､検診を

受けるメリットがデメリットを上回ることです。 

検診のメリット

は、早期発見､早期

治療による救命 の

効果があり、いわゆ

る前がん病変が発

見されることがあ

ります。がんがない

ことで安心します。 

一方、がん検診のデメリットは、がん検診でがんが

100％見つかるわけではないことや結果的に不必要な

治療や検査を招く可能性があり、検査に伴う偶発症の

問題、受診者の心理的な影響があります。 

科学的根拠のあるがん検診は、胃、子宮頚部、乳房、

肺、大腸の検査で、大腸胃がん検診では、男女ともに､

40 歳以上は年一回、検査方法は、胃Ｘ線検査、胃内

視鏡検査､ペプシノゲン検査ヘリコバクターピロリ抗

体検査などがあります。精密検査は胃内視鏡検査が行 

われます。 

大腸がん検診は、男女ともに､40 歳以上は年一回。

検査方法は便潜血検査､全大腸内視鏡検査があります。

さらに、精密検査は全大腸内視鏡検査が行われます。 

肺がん検診は、男女ともに 40 歳以上は年一回で、

検査方法は胸部Ｘ線検査､喫煙者には喀疾細胞診など

があります。精密検

査は胸部ＣＴ検査を

行います。 

子宮頸がん検診は、

20 歳以上の女性は､

２年にー回。 

検査方法は細胞診、

精密検査はコルポス

コープを行います。 

 乳がん検診は、40

歳以上の女性は、２

年に一回。検査方法

はマンモグラフィ､

視触診､乳房超音波検査があり、精密検査は､乳房超音

波検査、乳房ＭＲＩ検査､乳房 CT 検査、穿刺吸弓|細

胞診｡針生検を行います。 

 皆さんも定期的にがん健診を行ってください。 

 

７.閉会点鐘 

 

次回例会 

   第 1682 回例会 23 年 11 月 28 日(月) 

     海南商工会議所 ４F 12：30～ 

   会員卓話  

小久保 好章君 宮田 貞三君 

 

 

 

 

 

 

前田 克仁君   本日、卓話させていただきます。 

三木 正博君     〃 

倉橋 利徳君     〃 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーと国連が協力関係を祝う 
11 月 5 日、ニ

ューヨークの国

連本部にロータ

リアンと国連職

員をはじめ、ロ

ータリー青少年

プログラム参加

者やゲスト集ま

り、ロータリー

と国連の協力関係を祝いました。   
「ロータリー国連デー」のこの日、保健や水、識字に

関するパネル討論が行われ、国連と共通の目標を掲げ

て人々の生活改善に努力するロータリアンの活動が

紹介されました。 
国連担当事務次長である赤阪清隆広報担当は、児童

保健の改善とポリオ撲滅に取り組むロータリーとの

協力を重要視します。「より安全で平和な世界を築く

という共通のビジョンが、今日の協力関係を築きまし

た。『超我の奉仕』の理念と、保健の改善に実績のあ

るロータリーは、国連にとって最重要パートナーの一

つです」平和な世界を両組織とも平和で平等な世界の

実現に尽力していると、田中作次 RI 会長エレクトは

話します。「ロータリーの中核にある目標や理念は、

国連憲章にある『寛容を実行し、善良な隣人として互

いに平和に生活する』という目標と同じです」国連財

団と「Better World Fund」基金の会長であるティモ

シー E. ワース氏は、「国連が取り組む問題は、国連

の力だけでは解決できない」という潘基文（パン・ギ

ムン）国連事務総長の見解を説明し、ロータリーとの

協力が目標達成には不可欠であると述べました。 

協力を通じてジョン・ヒューコ RI 事務総長は、「力

を合わせれば多くを達成できることを、ロータリーは

経験から学んだ」と説明します。「協力を通じて成果

は倍増し、ロータリーの本領である人道的奉仕も飛躍

するでしょう。理解と平和は、ロータリーと国連の共

通使命です」協力組織であるアガ・カーン大学の母子

の健康学部長は、毎年 30 万人以上の女性が妊娠と出

産が原因で命を落としている現状を踏まえ、発展途上

国における母子の健康を促進する上でロータリーと



の関係が極めて大切であることを強調します。「私た

ちとロータリーは今、支援が難しいアジアやアフリカ

の地域における母子の健康改善に向けた第一歩を踏

み出したところです」 

「ロータリー国連デー」のパネル討論には、世界保健

機関（WHO）のジェイコブ・クマレサン所長、ユニセ

フのポール・エドワーズ・シニアアドバイザー、「ONE 

Campaign」米国担当のギニー・ウルフ専務理事、フィ

リップ・クリデルカ・ユネスコ代表、「水と衛生のロ

ータリアン行動グループ」のロン・デナム委員長とい

った顔ぶれが揃いました。 

ロータリーと国連には、66 年に及ぶ協力の歴史が

あります。ロータリーは今日、国連機関の多くを監督

する国連経済社会理事会により、非政府組織として最

高の諮問的地位を与えられています。 

 

伝説的ボクサーが 

ポリオ・ノックアウト宣言 
 

 世界の伝説的ボクサ

ーにして、母国フィリ

ピンの政治家であるマ

ニー・パッキャオさん

は、数々の対戦相手を

打ち破ったボクシング

のリングを超え、人類

の敵ポリオの撲滅に向

けて闘っています。 

マニラ 101 ロータリ

ークラブ会員であるパ

ッキャオさんは、世界

各地の著名人が協力しているロータリーの「This 

Close（あと少し）」ポリオ撲滅キャンペーンに参加し

ています。 

ボクシング史上最多の階級制覇を達成しているパ

ッキャオさんは、先日ラスベガスで行われたファン・

マヌエル・マルケス選手とのタイトル防衛戦でも勝利

を収めました。試合前には「This Close」の写真が印

刷されたＴシャツを着て練習をしました。このＴシャ

ツを持参したマニラ 101 クラブ会長、リザ・イローデ

さんによると、パッキャオさんは、Ｔシャツを着るこ

とに快く同意してくれたそうです。 

イローデさんの息子さんもプロボクサーで、ロータリ

ーの歯車が縫いこまれたボクサーパンツでリングに

上がったそうです。ポリオ撲滅キャンペーンを心の底

から応援しているイローデさん。ご家族にはポリオ生

存者がおり、「小さなことでも、撲滅のためにできる

ことなら何でもする」とイローデさんは熱意を打ち明

けます。 

ロータリーは、パッキャオさんが生まれた翌年、

1979 年にポリオ撲滅活動を開始しました。以来、フ

ィリピンを含む世界の国々で、数多くの子どもたちに

経口ワクチンを与えてきました。 

 

インドでさらに高まる 

ポリオ撲滅への決意 
インドでは過

去 10 カ月間

に報告された

ポリオ感染数

がわずか 1 件。

ポリオ撲滅へ

向けての意気

込みがますま

す高まってい

ます。 

準全国予防接種日の 11 月 13 日には、ロータリアン

が活動を支援する中、3,500 万人以上の子供たちに経

口ポリオワクチンが投与されました。このワクチンは、

未だ根強く残る 2 種類のポリオワクチンに対して効

果のあるものです。黄色のベストと帽子を身に付けた

ロータリアンは、予防接種の支援に加え、無料の保健

キャンプ、ポリオ認識向上集会も開催し、集まった子

供たちにバナー、帽子、お面、漫画本などをプレゼン

トしました。11 月 20 日に、インドのウッタルプラデ

シ州で開催された保健キャンプでは、第 3700 地区（韓

国）のロータリアンが活動を支援し、ここでも子供た

ちへのポリオ予防接種が行われました。この保健キャ

ンプはインドのロータリアンが地元のユニセフ事務

局と協力して開催したものです。イベントの後にも、

各家庭を戸別訪問して回り、まだ予防接種を受けてい

ない子供たちにワクチンを投与していきました。その

様子は韓国のテレビ局撮影チームがカメラに収め、

「End Polio Now」のメッセージとともに韓国内で放

映されています。ムンバイでは、ロータリーの 2億ド

ルのチャレンジ委員長を務めるジョン・ジャーム氏、

ロータリー財団管理委員のアショク・マハジャン氏、

RI 事務総長のジョン・ヒューコ氏が、地元のロータ

リアンとともに、予防接種活動に参加しました。ヒュ

ーコ事務総長は、今月の「Hindu Business Line」に

寄稿し、次のように述べています。「今年、全世界で

は 500 件を超えるポリオ感染が報告されています。イ

ンドでの感染例はそのうちのたった 1 件であるとい

う事実は、インドが国を挙げて、また世界中から支援

を受けて、ポリオを撲滅しようとする強い決意を反映

しています」 

インドでは、1月と 2月に次回の全国予防接種が予

定されているほか、6月まで、関連の保健行事が企画

されています。また、国内における野生型ポリオウイ

ルスに対する厳重な監視活動も継続されます。 

世界保健機関（WHO）のブルース・アイルワード氏

は、去る 9月にロータリーの国際ポリオ・プラス委員

会会合に出席し、インドでのポリオ撲滅に大きな期待

を寄せていると話しました。「過去 12 カ月間、ロータ

リーが、インドでの監視活動に大変力を入れてきてく

ださったおかげで、インドでポリオがなくなる日はす

ぐ目前に迫っています」 

会報委員会    委員長：寺下 卓  副委員長：千賀 知起  委員：朝井 修  奥村 匡敏  大谷 徹


