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District 2640 Japan

会長 山畑 弥生

ＲＩ会長 バリー ラシン

第 1986 回例会
平成 31 年 3 月 4 日(月)
19：00～ 海南商工会議所４F
夜間例会

お誕生日

結婚記念日お祝い

１．開会点鐘
２．国歌斉唱
「君が代」
３．ロータリーソング
「奉仕の理想」
４．出席報告
会員総数 42 名
出席者数 23 名
出席率 54.67 ％ 前回修正出席率 71.43 ％
５．会長スピーチ
会長 山畑 弥生 君
皆さん、こんばんは！ 今日
は雨が降り寒いですから、風
邪など引かぬよう気を付けて
下さいね！
さて、３月は、６つの重点
分野の１つである「水と衛生
月間」です。この月間は・地
域社会における安全な水の公
平な提供・衛生設備や衛生状
況の改善・持続可能な水設備と衛生設備の設置と資
金調達・維持管理を地域住民が行っていくための能
力向上・安全な水と衛生の重要性について地域住民
の認識を高めるためのプログラム支援・水と衛生に
関連した仕事に従事することを目指す専門職業人
のための奨学金支援を強調する月間です。また、3
月 13 日を含む１週間、本年度は 3 月 11 日～17 日迄
ですが世界ローターアクト週間と定めています。
今夜は、水と衛生にちなんで世界の飲み水とトイ
レの現状についてお話ししたいと思います。透明で
清潔な飲み水を毎日飲めるのは日本では当たり前
のことですが、世界で水道水が飲める国は 196 カ国
中わずか 15 カ国に過ぎません。そして世界の水道
水が安全に飲める国ランキングは、アイスランド、
オーストリアに次いで日本は 3 位です。
しかし、ユニセフやＷＨＯ最新情報によりますと、
世界では未だに 21 憶人（10 人中 3 人）が安全な水
を自宅で飲めず 45 億人（10 人中 6 人）が安全に管
理されたトイレを使えず、野外で用を足す屋外排泄
四つのテスト
①真実かどうか
②みんなに公平か

言行はこれにてらしてから

③好意と友情を深められるか
④みんなのためになるかどうか
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幹事 中村 俊之

ＳＡＡ 田岡 郁敏

を行っています。安全でない飲み水と不衛生な習慣
は下痢疾患を招き、コレラや赤痢、腸チフスなどの
感染症で 5 歳児未満の子供が毎年 31 万 1000 人（毎
日 800～1000 人）命を落としています。また、子供
や女性は、毎日数十キロ離れた水源まで多くの時間
をかけて水汲みに行かねばならず、その為、子供は
学校に通えず、女性は水汲みの道すがら暴力を振る
われることもあるそうです。安全な水と衛生設備の
利用は、全ての人が持つ権利です。そこでロータリ
ーは、ユニセフや国連など多くの団体と共同で 2030
年までに安全な水と衛生設備を提供し、衛生指導や
伝染病に関する教育を行うことで地域全体の生活
の改善を行うと共に、家庭と学校の水や衛生設備の
改善を通じて子供（特に女子）の通学率を高め教育
の改善を目指しています。
次に米山記念奨学生世話クラブに付いてですが
2019 年度新規奨学生が 14 名に対し、地区内 24 クラ
ブが受け入れ希望でしたので大変狭き門でしたが、
個人平均寄付額や過去の受け入れ回数、学生居住地、
大学所在地等を参考に選考された結果、当クラブは
世話クラブに選出され 4 月からお世話が始まります。
奨学生の名前は、ビンアブドゥルハディ，アブドゥ
ル ハリス アシュラフ君。大変長い名前ですが、マ
レーシアの男子で羽衣国際大学の学生さんです。阪
口カウンセラー始め皆さんに、お世話を宜しくお願
い致しまして終わります。
６．幹事報告
幹事 中村 俊之 君
○例会臨時変更のお知らせ
粉河ＲＣ
3 月 13 日（水）→3 月 14 日（木）
12：30～ 橋本カントリークラブ
４分区 ５クラブ合同例会
3 月 27 日（水）→3 月 24 日（日）
岩出市民総合体育館
第九合唱コンサートへの参加
那智勝浦ＲＣ 3 月 14 日（木）→3 月 14 日（木）
12：30～ 和歌山県土砂災害啓発センター
「水路実験」の見学
７．閉会点鐘
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山名 正一 君
次回例会 2019 年 3 月 11 日（月）12:30～
第 1987 回例会 海南商工会議所４F
【会員卓話】
新会員 楠部 均 君、森脇 節子 君

阪口 洋一 君

上田 善計 君

Happy birthday！
3 月のお祝い

倉橋 利徳 君

会員誕生日

大江 久夫 君

２日 山畑 弥生 君
３日 倉橋 利徳 君
１６日 小椋 孝一 君
２1 日 倉橋 順子 君
３１日 山東 剛一 君
奥様・旦那様誕生日
１０日 宇恵 裕子 君
１６日 田岡 美香 様
２１日 花田 恵子 様
２３日 荻野 真由美 様
結婚記念日
１３日 重光 孝義 君
１５日 小椋 孝一 君
２６日 深谷 政男 君
２６日 岸 友子 君
２９日 土井 元司 君
一般ニコニコ
岩井 克次 君
恐い雪のシーズンが終わりそう
です。
宇恵 久視 君
昨日、東京マラソンに参加し、
完走しました。
重光 孝義 君
息子が今年卒業します。就職先
は証券に決まりました。
田岡 郁敏 君
いつもニコニコ、有難うござい
ます。
楠部
均 君
2016 年に東京マラソンを走り
ました。
中西 秀文 君
先週、奈良の山に登って来まし
た。達成感がすごく良かった。
魚谷 幸司 君
昨日から小中時代の同級生が遊
びに来てくれて楽しい時間を過
ごす事が出来ました。
奥
喜全 君
息子が少年野球を大野、内海の
グループで初めることになりま
した。
箕嶋 利一 君
先週ゴルフコンペに参加しまし
たが、100 オーバーしました。
寺下
卓 君
昨日ゴルフの後にお酒を飲みま
した。桑添さんはじめ、皆さん
に大変お世話になりました。
上野山 雅也 君 昨日ゴルフをし、後に大変楽し
い時間を過ごす事が出来ました。
桑添
剛 君
昨日４人でゴルフをして帰りに
沢山のお酒を頂きました。来週
より中国シンセンに出張してき
ます。
上中 嗣郎 君
昨日、高野山の奥にアマゴ釣り
に行ってきました。
クラブ会報・広報・雑誌・IT 委員会

東京マラソンに船尾の 77 才の
女性が参加。５時間少しで完走
したそうです。毎日 20～25ｋｍ
走っているそうです。
先月、人間ドックに行ってきま
した。結果は何もなく安心しま
した。
庭のしだれ梅が満開を迎えまし
た。毎日を楽しんでいます。
息子が医学部に入学することが
できました。
ロータリーの清掃のあと食事と
お食事を沢山頂きました。

ロータリーボイス
世界で行動する人びとの体験談とストーリー

3 月は「水と衛生月間」です！
きれいな水を利用できることは基本的な人権で
す。しかし世界には、適切な衛生設備が利用でき
ない人が 25 億人と、安全な飲み水が得られない
人が 7 億 4800 万人おり、さらに毎日 1400 人の子
どもが、劣悪な衛生環境と不衛生な水を原因とす
る病気で命を落としています。
国連は 2015 年、環境と気候変動に対応しながら
貧困問題と福祉改善に取り組むために、「持続可能
な開発目標」を設定しました。目標の一つは水と衛
生に関する項目で、「すべての人に水と衛生へのア
クセスと持続可能な管理を確保する」ことを目的と
しています。
ロータリーでも、井戸や
雨水貯水システムの設置、
水設備管理の研修、疾病予
防のための水・設備の提供
など、水関連の多くの活動
が実施されています。
・バンガロア・メトロ・ロータリークラブ（インド）：
大規模な鉱業の発展とともに、フッ化物含有物質に
よって土壌が汚染された地域社会に、水浄化プラン
トを設置しました。
・ポカラ・ロータリークラブ（ネパール）
：農村地域で
は水を得るために毎日 25km を歩かなければならず、
水運びをしなければならない子どもも大勢いました。
そこで、米国のウィリアムソン・ロータリークラブ
と協力して 500 人分の水を貯蔵できるタンクを設置
しました。
・大東ロータリークラブ（大阪）
：シティーマンガール
（ネパール）にある学校の貯蔵タンク（12,000 リッ
トル）を活用するためのポンプとフィルターを設置
し、年間を通じて安全な飲み水を供給できるように
しました。
・700 万人が水を原因とする疾病リスクにさらされて
いるガーナでも、ロータリー会員は他団体と協力し
て、水と衛生プロジェクトを実施しています。

委員長：上野山 雅也 副委員長：清水 敏光 委員：阪口 洋一
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