
 

 

 

 

 

 

 

第 2025 回例会 

2020 年 2 月 10 日(月) 
海南商工会議所 4F 12:30～ 

ゲスト卓話 海南西 RC 神出 勝治 様 
 

１．開会点鐘 

２．ロータリーソング      「我等の生業」 

３．ゲスト紹介     海南西 RC 神出 勝治 様 
４．出席報告 

会員総数 43 名 出席者数 22 名 

出席率 55.66 ％ 前回修正出席率 68.30 ％ 

 

５．会長スピ-チ      会長 寺下  卓 君 

みなさん、こんにちは。 

本日、海南西 RC 神出様、お

忙しい中お越しいただき有難

うございます。卓話宜しくお願

いします。 

次に今月の社会奉仕活動と

して、こども食堂の支援と清掃

活動のご案内をさせていただ

きます。 

2/14（金）18:00～20:00 キミノコドモ食堂 

（キノコ食堂） 

2/17（月）17:00～19:00 きうちこども食堂 

（海南市鳥居） 

2/19（水）18:00～20:00 こども食堂オナカス

イータ～ ちいさな

家(恵友） 

2/23（日）9:00～ 海南 3クラブ合同清掃です。 

ご協力をお願いします。 

また、本日、例会後、理事会を開催し、IDM のご

案内も決定させていただきます。併せてご案内を

させていただきます。宜しくお願いします。 

会員の奥 善全さんから、先週、お電話をいただ

き、お見舞いに行ってきました。様態もかなり回

復し、今日、退院されます。早く全快し、良くな

ってくれることを皆さんと願いたいと思います。

また、皆さんも事故にご注意ください。と奥先生

からの伝言です。 

 

６．幹事報告                 幹事 前田 克仁 君 

○例会臨時変更のお知らせ 

 和歌山西 RC  2 月 12 日（水）→2月 12 日（水） 

12:00～ 「サンクシェール」 

ダイワロイネットホテル和歌山３F 

              2 月 26 日（水）→2月 26 日（水） 

18:00～ 「魚菜八風」 和歌山市岡山 

○休会のお知らせ 

 那智勝浦 RC  2 月 27 日（木） 

 

７．ゲスト卓話     海南西 RC 神出 勝治 様 

皆さんこんにちは。185
万人おられる鈴木姓のふる

さとは我が海南。昨年に続

き卓話の機会を頂き有難う

御座います。皆様には、何

かと西ロータリークラブそ

して商工会議所に御支援・

御協力を頂き、厚く御礼申

し上げます。 
 そして、鈴木屋敷復元事業では、特に御支援を

頂き有難う御座います。 
 お陰で、昨

年までに、企

業版ふるさと

納税に、１千

万円、個人版

ふるさと納税

に、七百万円、

そして藤白神社に八百万円、計二千五百万円頂い

ています。皆様に感謝申し上げます。 
 これで、当初の予定額まで目指せ、四千万円で

したが、熊本城復旧に始まり、昨年・一昨年と台

風、大雨で各地の史跡が被害を受け、そして止め

に、沖縄の首里城の火事、令和二年の予算は五四％

カットになりそうです。 
 令和三年度に完成するには、目標額目指せ、七

千万円になってしまいました。今後どのように進

めて行けばいいのか、昨年の鈴木屋敷復元の活動

から、皆さんから、今年の活動方法を御提案頂け

れば有難いです。 
 私が考えましたのは、185 万人おられる鈴木姓
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の人達、約四十万世帯、その内から四千世帯の皆

さんに、お願いする方法は、どうしたらいいだろ

うかと、一昨年の夏ごろに市役所へ相談に行きま

した。 
 ふるさと納税で、鈴木姓の人から入れば、鈴木

屋敷の工事費用にしてほしいとお願いしたのです

が、きっちり断られました。海南市へは約年二億

円位だそうです。 
 地元の町の問題は、人口減。海南市も同じで、

今年で五万人を切るそうです。 
 海南市も、まずは、交流人口・観光人口を増や

したい。人を呼ぶには、鈴木姓の人をということ

で真剣に考えてくれて、企業版ふるさと納税・ふ

るさと納税型クラウドファンディングを進めてく

れます。 
 これで、目指せ、七千万円。まだまだ良い方法

があれば、お教え下さい。 
 海南市出身で江戸時代の偉人で治水家の井沢 
弥惣兵衛（1663～1738 年）さ

んについて、お話します。 
当時、亀池や亀の川など、河

川改修や新田開発を進め、紀州

藩主から幕府 8 代将軍となり、

「米将軍」と呼ばれた徳川吉宗

に江戸に招かれました。弥惣兵

衛さんは60歳だったそうです。

その後、武蔵国の見沼干拓、見

沼代用水開削、多摩川改修、下総国の手賀沼の新

田開発、木曽三川の改修計画、鴻沼の干拓、小合

溜井など沢山の功績を残されました。もっと地元

でも知ってもらい映画化してほしいと思います。 
 

８．閉会点鐘 

次回例会 

第 2026 回 例会 2 月 17 日（月） 

海南商工会議所４F 12:30～ 

会員卓話 中西 秀文 君 
 

休会 2 月 24 日（月・祝日） 

 

 
 
 

神出 勝治 様  いつもお世話になっています。

（海南西ＲＣ） 本日卓話 よろしくお願い致 

  します。 

千賀 知起 君  神出会頭、本日は宜しくお願

いします。 

角谷 太基 君  神出会頭、卓話有難うござい

ます。楽しみにしています。 

寺下  卓 君  神出さん、本日は卓話ありが

とうございます。 

 

 

 

 

 

ロータリーとゲイツ財団が 

ポリオ根絶資金の上乗せを延長 
 
ロータリーとビ

ル＆メリンダ・ゲ

イツ財団は、1 月

22 日、ポリオ根絶に年間 1 億 5000 万ドルを投

入するための長期パートナーシップを継続する

ことを発表しました。この提携の下、ロータリー

は今後 3 年間、毎年 5000 万ドルを拠出すること

を目標に掲げ、ゲイツ財団がロータリーの拠出金

に対して 2 倍額を上乗せすることとなります。 
サンディエゴ（米国カリフォルニア）で開催中

の 2020年ロータリー国際協議会で流されたビデ

オメッセージの中で、ビル・ゲイツ氏は、ロータ

リーとのパートナーシップを継

続する必要があると述べました。 
「ポリオ根絶活動において、

ゲイツ財団とロータリーとの長

年のパートナーシップは不可欠

となってきました」とゲイツ氏。

「このため、ロータリーの募金における 2 倍の上

乗せを延長することとしました」 
さらにゲイツ氏はこう続けました。「ともにポ

リオ根絶を実現できると信じています」 
この資金は、

疾病のサーベイ

ランス（監視活

動）、技術支援、

予防接種活動の

運営支援など、

ポリオ根絶活動

に充てられます。 
ロータリーとゲイツ財団のパートナーシップ

によりこれまで 20 億ドルが生み出されたほか、

1985 年にポリオプラス・プログラムが開始され

て以来、ロータリアンはボランティアとしてポリ

オ根絶活動に無数の時間を捧げてきました。 
ご寄付には、ビル＆メリンダ・ゲイツ財団から

2 倍額が上乗せされます。 
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