
 

 

 

 

 

 

 

第 1879 回例会  

平成 28 年 6 月 20 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 48 名   出席者数 31 名 

  出席率 64.58 ％  前回修正出席率 58.33 ％ 

 

４．会長スピーチ       会長 阪口 洋一 君 

みなさんこんにちは。本日は

国際奉仕委員長の深谷さんに、

先月末にソウルで実施されまし

たロータリー世界大会のお話し

をしていただくようになってお

ります。お手元の写真集は深谷

さんが自費でお作りしていただ

いたものです。深谷さんありが

とうございます。卓話よろしく

お願いいたします。 
海南３クラブで参加した世界大会とソウル観光は

本当に楽しい旅行でした。大韓航空のキャビンアテン

ダントは美人でスタイル抜群でサービスも良く最高

でした。これは、関空～ソウル便だけではなくどこの

便もそうらしいです。 
昨日、2640 地区の情報規定委員長会議が開催され

小椋さん、中尾さんがご出席いただきました。ありが

とうございました。 
 さて、本日は今期の昼間に行う最後の例会でござい

ます。来週は夜間の最終例会となります。力不足の会

長でしたが、一年間皆様に支えていただいたお陰で、

次年度の上野山さんにバトンタッチできそうです。私

は今年度に会長をやらせていただいて、プレッシャー

もありましたが良かったと思っております。 
今まで読んだこともないガバナー月信を毎月チェ

ックし、ロータリーの友を読み飛ばし、手続要覧を拾 
い読みし少しは勉強の真似事もいたしましたが、全

く身に付いておりません。 
 
 

また、ＩＭ２組の会長・幹事さんと何回かの会議や

懇親会や記念式典でお会いしお話し親しくお付き合

いさせていただいことは本当に良かったと思います。 
他のクラブを訪問しそこのロータリアンと親しくお

付き合いすることは楽しいです、ロータリアンの特権

でもあります。若い会員の皆様、ぜひ体験してみてく

ださい。 
 
５．会員卓話 
韓国・ソウル国際大会の報告 

国際奉仕委員長 深谷 政男 君 
ロータリークラブ国際大会、

韓国キンテックス会場にて

2016 年 5 月 29 日に RI 会長ラ

ビンドラン(スリランカ)の開会

の挨拶に続きクラブ各国の国

旗入場で大会が盛り上がり4万
人と言う参加者の前でくりひ

ろげられました。 
この大会に昨年より海南東

クラブの会員に参加の募集を致しました所、30 人を

超え早速大会事務所に大会登録費用 310 ドルを支払

いました。その後キャンセルの方も発生、最終的に海

南、海南東、海南西の三クラ

ブ合同行事として 22 人で出

席致しました。 
今回は韓国で近くの国で

もあり、参加者はジャパンナ

イトに興味を持っておりま

したので・・大会前日 27 日のジャパンナイトを中心

に今回の 2 泊 3 日の計画を立てました。が、肝心のジ

ャパンナイトは会場が狭かったのか？我々海南・東・

西の 21 人は本会場の裏の別席になり、肝心のジャパ

ンナイトの行事では…辻ガバナーの挨拶を本会場で

お聞きしたあと

は、皆別室に移動、

(リモートモニタ

ー設備も無く)ジ
ャパンナイトの

雰囲気を味わう

事なく、焼肉に夢

中、乾杯も海南三
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クラブで…。 
当日、台湾の姉妹クラブ

も台湾に来られましたが、

2640 地区ジャパンナイト

には入れないとの事で、寺

下君と桑添君が先方の韓

国との合同会場に参加してくれました。非常に素晴ら

しい歓迎があり、楽しかった

との事でした。 
大会当日は帰る飛行機の

時間も関係もあり、国旗入場

が終わり次第、21 人の会員

は友愛の広場に移動…世界

各地の人達をお会いして、バナーの交換もして来まし

た。 
今回は参加された皆さまに登録費用、ジャパンナイ

ト費用、旅費等、非常に高額の出費をお願い致しまし

た事、お詫び致します。クラブよりバスの費用、旅行

中の団体で使用した費用の一部をご負担頂き、有難う

御座いました。 
 
６．閉会点鐘 

 

次回例会 

第 1880 回 平成 28 年 6 月 27 日(月) 

18:30～ 料亭「美登利」 

2015-16 年 最終例会 
 
 
 

角谷 太基 君 深谷さん、先日本を読ませていた

だきました。今日は卓話楽しみに

しています   
小椋 孝一 君 昨日、クラブ情報規定委員会に出

席して来ました 
阪口 洋一 君 深谷さん、本日、国際大会の報告

の卓話、ご苦労様です。 
横出   廣 君        〃 
深谷 政男 君 今日は卓話させて頂きます。11 月

27 日が、日本社団法人より組立家

具の日と認定されました。 
寺下  卓 君 息子が婚約し、先方への挨拶に山

梨県へ行ってきました。 
魚谷 幸司 君 野球部の甲子園の試合は 7 月 1 日

です。応援よろしくお願いします。 
千賀 知起 君 家内が退院しました。 

 
 
 
 
ロータリー会長  

母の思い出とポリオについて語る 
韓国で 6 月 1 日（水）に開催されたロータリー国際

大会の最終日、K.R.ラビンドラン国際ロータリー会長

が、30 歳でポリオに感染した自身の母親について、

KINTEX 会議場（韓国、高陽

市）を埋め尽くした聴衆に語り

ました。 
母親がポリオに感染したの

は、ラビンドラン会長が 11 歳

だったときのこと。母国スリラ

ンカで、ある朝に目覚めた母親

は、体のだるさと息切れを感じ

ました。座ろうとすると、足が動かないことに気づき

ました。ポリオウイルスがあっという間に神経系を侵

し、足がまひしていたのです。すぐさま入院し、呼吸

をするために「鉄の肺」に入れられました。医者から

は、もう二度と歩くことも、人口呼吸器なしに生きる

こともできないかもしれないと告げられました。しか

し、1963 年当時のスリランカには、人口呼吸器を備

えている病院はありませんでした。母親が入院した日

の晩、ロータリー会員だった祖父は、自宅の居間でク

ラブ委員会の会合を開きました。仲間の会員たちは、

ただなぐさめる代わりに、仕事の知識や人脈を生かし

て、人口呼吸器を確保するためにすぐさま行動を起こ

しました。銀行マネジャーだった会員は、政府の高官

に電話をして、すぐに海外に送金できるよう計らいま

した。スイス航空のマネジャーだったもう一人の会員

は、人口呼吸器を輸送する手はずを整えました。こう

して、翌日には人口呼吸器が病院に届いたのです。「当

時のスリランカでは何もかもお役所主義でしたが、ロ

ータリアンたちはこれを取り払ったのです」と、会長

は振り返ります。母親の入院生活は 1 年半続きました

が、徐々に回復し、退院時には歩行器を使って自身の

足で歩くことができました。「53 年前、おそらくロー

タリアンによってポリオから命を救われた最初の一

人が、私の母だったのでしょう。以来、私たちは何百

万という人の命を救ってきました」とラビンドラン会

長は語りました。 
前日の本会議では、米国疾病対策センターのレベッ

カ・マーティン氏も「ポリオ撲滅が非常に近づいてい

る」と述べました。この本会議の前には、ロータリー

が 3500 万ドルの追加補助金をポリオ撲滅活動に投入

しました。ロータリー史上最高となる 43,000 人の出

席者を記録した今国際大会では、150 カ国以上から人

びとが集まりました。ラビンドラン会長は、会長とし

て最後のスピーチで、ロータリアンであることの真の

意味は何なのかを強調しました。「この地球上には、

皆さんの懸命な努力のお

かげで、より良い人生を送

れるようになった人が大

勢います。その人たちが私

たちの存在に気づいてい

なくても、私たちの名前さ

え知らなくても、それは問

題ではありません。大切な

のは、皆さんの活動が人び

との人生に触れ、それによ

って人びとがより健康で

幸せになったことです」 

会報・広報・雑誌・IT 委員会    委員長：三木 正博   副委員長：寺下 卓   委員：大谷 徹  林 孝次郎  山田 裕之  重光 孝義 


