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District 2640 Japan

ＲＩ会長 マーク・ダニエル・マローニ-

会長 寺下 卓

第 2004 回例会
平成 31 年 7 月 29 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
中野 均 ガバナー 公式訪問
１．開会点鐘
２．ロータリーソング
「四つのテスト」
３．ゲスト紹介
地区ガバナー
中野
均 様
地区ガバナー補佐 細川 幸三 様
４．出席報告
会員総数 43 名 出席者数 29 名
出席率 58.54 ％ 前回修正出席率 74.42 ％
５．会長スピ-チ
会長 寺下 卓 君
みなさん、こんにちは。本日
は、例会を臨時変更させていた
だき、中野 均ガバナーをお迎え
しての公式訪問になります。中
野ガバナーにおかれましては、
お忙しい中、ようこそ、おいで
いただきました。また、細川ガ
バナー補佐におかれましては、
先週のクラブ協議会に引き続き、ご苦労様です。遠
いところ有難うございます。何卒、宜しくお願い申
し上げます。なお、中野ガバナーには、早めにお越
し頂き、11 時半から、事前に当クラブの概況説明な
ど（会長、幹事を交え）懇談させていただきました。
重ねて御礼申し上げます。
さて、先週の 7 月 27 日(土)には、地区の青少年
奉仕プログラム研修及び懇親会が泉大津市で開催
され、当クラブから、青少年担当で社会奉仕副委員
長の中西さん（地区委員でもあります）に出席して
いただきました。また、地区社会奉仕委員の谷脇さ
んも出席いただきました。ご苦労様でした。丁度、
台風が通過し、大雨となり、大変だったと思います。
また、皆さんのところは、大雨でしたが、被害はな
かったでしょうか？
梅雨も空け、今週の木曜から、８月になります。
いよいよ本格的な真夏のシーズンとなります。熱中
症対策など体調管理を万全にしていただき、お身体、
ご自愛していただきたいと思います。
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

http://www.kainaneast-rc.jp

幹事 前田 克仁

ＳＡＡ 魚谷 幸司

次に、次回例会は、８月５日の夜間例会です。新
会員の溝端さん、田中さんの歓迎例会です。お二人
の入会を皆さんで心から、歓迎したいと思います。
ご出席宜しくお願いします。
それでは、この後、ガバナー公式訪問、どうぞ宜
しくお願い申し上げます。
５．幹事報告
幹事 前田 克仁 君
○例会臨時変更のお知らせ
和歌山中ＲＣ
8 月 2 日（金）→8 月 4 日（日）
18:30～ マリーナシティ
「黒潮市場」
（納涼家族会）
新宮ＲＣ
8 月 7 日（水）→8 月 11 日（日）
18:30～ サンライズ勝浦
（三役慰労激励会及び納涼家族例会）
粉河ＲＣ
8 月 21 日（水）→8 月 21 日（水）
夜間例会 夕涼み例会
和歌山西ＲＣ
8 月 21 日（水）→8 月 23 日（金）
18:00～ ラヴィーナ和歌山ビアガーデン
○休会のお知らせ
和歌山ＲＣ
7 月 30 日（火）
新宮ＲＣ
8 月 14 日（水）
粉河ＲＣ
8 月 14 日（水）
和歌山西ＲＣ
8 月 14 日（水）
海南ＲＣ
8 月 14 日（水）
和歌山東ＲＣ
8 月 15 日（木）
和歌山中ＲＣ
8 月 16 日（金）

事務所 〒642-0002
海南市日方 1294 (海南商工会議所 4F)
TEL:073-483-0801 FAX:073-483-2266

E-mail：info@kainaneast-rc.jp

６．ガバナーアドレス
地区ガバナー 中野 均 様
国際ロータリー マーク・ダ
ニエル・マローニー会長は、25
歳の時、ロータリークラブ入会。
30 歳の時、クラブ会長。34 才で
地区ガバナーに就任されました。
今までに、国際ロータリーの重
要な役職に携わっておられまし
た。奥様もロータリアンです。
ご夫婦でアラバマ州ジケーター・ロータリークラブ
に所属しています。2019-20 年度の会長テーマ「ロ
ータリーは世界をつなぐ」について、ＰＥＴＳと地
区研修・協議
会でご説明
させていた
だきましたが、改めてクラブ会員の皆さまにお伝え
させて頂きたく思います。
まず、最初に協調事項についてです。「ロータリ
ーは成長させることです。」それは、奉仕活動やプ
ロジェクトのインパクトを成長させること、また、
最も重要なことは、会員を増やすことです。と述べ
られています。そして、ロータリーでの経験の中核
にあるのは「つながり」であるとマローニー会長は
信じています。今、皆様方のクラブにおいて、会員
増強に苦慮されていると思いますが、引き続きご努
力願いたく思います。
続いて、マローニー会長は、「ロータリーで私た
ちは、お互い
の違いを超え、
深く、意義あ
るかたちでお
互いにつなが
ることができ
ます。」また、
「ロータリー
がなければ出
会うことがなかった人びと、職業上の機会、私たち
の支援を必要とする人たちとのつながりをもたら
してくれる」と。「つながり」についてですが、皆
さまは、ロータリーに入会された時は、どなたかの
紹介で入られたことと思います。その方と「つなが
っていた」のではないでしょうか。また「つながり」
があって入会を勧められた方もあったことでしょ
う。会長テーマ「ロータリーは世界をつなぐ」は、
本当に解りやすい内容です。皆さまの趣味や職業を
通してロータリーをつないで頂ければ有難く思い
ます。
マローニー会長は、「ユニークなネットワークを
駆使するロータリーを通じて私たちは、人類の素晴
らしい多様性とつながり、共通の目的において末永
く続く深い絆を創り出します。私たち全員をつなぐ
のはロータリーです。」と言われています。さらに、
忙しい職業人や家族の都合でも忙しい会員にもリ
ーダーの役割を果たしてくれるよう促しました。国

連との関係について、この焦点は、多くのロータリ
ー奉仕プロジェクトが支援する国連の持続可能な
開発目標であります。ロータリーは世界中の人道的
課題に取り組むため、国連と共に活動してきました。
国連は今日、ロータリーに対し、非政府組織の相談
役に対して与える中で最高の立場を認めています。
「ロータリーは、より健康で、平和で、持続可能な
世界に対する国連の継続したコミットメントを共
有しています。ロータリーはほかの組織にはかなわ
ないものを提供します。つまり、奉仕と平和という
精神の下に世界中の人びとがつながることができ、
目標に向かって意義ある行動を起こすことのでき
るロータリーのインフラです」と述べられています。
次に旅行好きのマローニー会長がゲイ夫人と旅
に出られた時の話です。それは、ニューヨークシテ
ィーのＪＦＫ国際空港でターミナルをぶらついて
人間観察をしていました。どのゲートにも、人びと
の島がありました。コンコースの中央を行けばそこ
はニューヨークで、同じ川をみんなで進んでいます。
わきにそれてゲートに入ると、川を離れて島にたど
りつきます。そこは、デリーやパリ、テルアビブな
のです。「こんなにさまざまな人が、さまざまな国
から、ひとつの場所に集まっているのは、ロータリ
ーみたいだ」と思いました。しかし、あることでロ
ータリーとは全く違うことに気づきました。それは、
同じ方向に向かう人は話をするかも知れませんが、
違う方向に向かう人びとには話かけはしないので
す。それに比べロータリーは、私たちが違いを超え
て、深く、有意義な形でつながり合うことを可能に
してくれます。ロータリーに入らなければ出会えな
かったような人びと、思ってもみなかったほど自分
に似ている人びとに引き合わせてくれます。そうい
った出会いこそ、ロータリーでは、誰ひとり島に孤
立したりしません。誰であれ、どこの出身であれ、
どの言語を話すのでも、みんなが一緒にロータリー
に参加しています。私たちは互いにつながり合って
います。このつながりこそ、ロータリーの核となる
ものです。これこそ、私たちをロータリーへ導いた
ものなのです。これこそ、ロータリー会員であり続
ける理由です。「ロータリーが世界をつなぐ中、ロ
ータリアンの仲間と一緒に旅路に出ませんか。」と
メッセージを送られています。
地区方針として、皆さまのつながりで、会員増強
にお力添えを賜りたく思います。皆さまのロータリ
ー活動の楽しみについて、それぞれで楽しんで頂い
ていると思っています。地区委員会活動について、
例えば、青少年関連で関係するクラブでは、委員会
活動に参加をされています。各委員会は、皆さまに
ご参加頂けるよう企画されていますので、地区スロ
ーガンとして「参加してロータリー活動を楽しも
う」とさせて頂きました。皆さまのご参加をお願い
します。
続いて、お願いさせて頂きたいのは、ロータリー
財団と米山記念奨学会への寄付です。
目標額として、ロータリー財団年次基金寄付一人当

たり 200 ドル、ポリオ・プラス 10 ドルです。米山
記念奨学会普通寄付一人当たり 6,000 円、特別寄付
9,000 円、合計 15,000 円をお願いさせて頂きたく思
います。宜しくお願いします。
次に 2019 年規定審議会において、メークアップ
の要件に関し変更があり、各クラブから地区へ毎月
の出席率報告を求めないこととしました。但し、ク
ラブ会員数、入退会者数、出席規定免除者数などは、
従来通り毎月報告して頂きます。年度終了後速やか
に、地区へ出席率の報告を頂くことになります。ま
た、クラブ細則を変更することにより、メークアッ
プの基準をこれまでどおり維持（例会の前後 14 日
間に限る）することができます。
７．閉会点鐘
次回例会（夜間）
8 月 5 日（月）第 2005 回 例会
19:00～ 海南商工会議所 4F
新会員歓迎会
お誕生日、結婚記念日のお祝い

寺下

卓 君

前田 克仁 君
魚谷 幸司 君
山名 正一 君
花田 宗弘 君

中野ガバナー、細川ガバナー補
佐、本日はようこそお越し下さ
いまして、ありがとうございま
す。宜しくお願いいたします。
〃
〃
中野ガバナー、細川ガバナー補
佐、本日はご苦労様です。
中野ガバナー、本日はよろしく
お願いいたします。

ふるさと海南まつり
出店します。
8 月 13 日（月）
海南駅前駐車場特設会場
準備 10:00～14:00
営業 15:00～21:00
目的 公共イメージと認知度の向上
財団 ポリオ撲滅の寄付（収益金）
（公共イメージ向上委員会・奉仕プロジェクト委員会
ロータリー財団委員会）
内容 タピオカドリンク等の飲料販売。
※ 皆さんのご協力、ご来店をお待ちしていま
す。また、家族の皆さん、多くの知人、友人
の方にＰＲしてください。

水と衛生への新たなアプローチ
人びとが安全な水を持続的に利用できるよ
うにするために、ロータリーが新たな方法で
挑む
安全な水、衛生施設や衛生リソースの不足は、世
界で最も大きな保健問題の一つです。これはまた、
解決が最も難しい問題でもあります。
ロータリーはこれま
で何十年にもわたり、
井戸を掘り、配管工事
を行い、浄水設備を整
え、流し台やトイレを
設置するなどして、人
びとが安全な水を利用
できるよう支援してきました。しかし最大の課題は、
このような設備が整えられた後にあります。それは、
はじめにプロジェクトが成功してもゆくゆくは失
敗に終わるケースゆくゆくは失敗に終わるケース
が頻繁にあるからです。
コンサルティング会社「Improve International」
社が集めたデータによると、サハラ以南のアフリカ
だけでも、機能不全となった水道システムに関連す
る費用の累計額は、さまざまな団体を合わせて 12
億～15 億ドルに上ると推定されています。
アフリカ、南米、南アジアの一部では、まるで持

続不可能となった奉仕プロジェクトの証とでもい
うように、錆びた給水ポンプや老朽化した衛生施設
があちこちに見られます。独立して調査を行った
「Aguaconsult」社による 2013 年の報告では、ロー
タリーが実施したプロジェクトでのこのような問
題が取り上げられました。また、より効果的なプロ
ジェクトを計画する上での持続可能性の重要性に
も触れられています。
ロータリーがここ数年、活動の焦点を教育、協力、
持続可能性に転換したのもこれが一つの理由とな
っています。ロータリー財団のグローバル補助金、
ロータリアン行動グループ、米国国際開発庁
（USAID）とのパートナーシップ によって、ロータ
リーの水と衛生プログラムである「WASH プログラ
ム」は、より効果的で持続的な変化をもたらしてい
ます。「ロータリーの水と衛生プロジェクトはどれ
も、思いやりと善意で実施されていますが、その多
くが地域社会の実際のニーズに応えていなかった
のです」と語るのは、「水と衛生のためのロータリ
アン行動グループ」の創設者で名誉会長の F. ロナ
ルド・デンハムさんです。2007 年に結成された同グ
ループは、ニーズと持続可能性を重視しています。
過去には、設備や施設が適切に設置され、人びと
からも良い反応がありましたが、地元住民の当事者
意識、教育、持続可能性が欠けていたことがありま
した。また多くの場合、 地域社会が自立して長期
的にプロジェクトを管理するのに十分な支援があ
りませんでした。持続可能性の障壁の一つは、人的
支援への継続的なニーズです。
ロータリー会員は、もともとボランティアです。
「誰でも同じように、ロータリアンにも仕事や家族
という優先があり
ます」とデンハム
さん。デンハムさ
んはこれまで 30 年
以上、クラブと協
力して水と衛生の
問題に取り組み、
エチオピア、ガー
ナ、インド、ケニア、ウガンダでプロジェクトを指
揮してきました。また、地元の改善に取り組むロー
タリー会員について次のように話しています。「プ
ロジェクト実施地側のクラブにとって、例えば、長
期間 WASH プロジェクトを管理するのは大変です」。
これは、複雑な技術的要素が必要とされるときに特
に当てはまります。「私たちは力を尽くしています
が、援助を必要としています。成功には、外部に支
援を求めることが不可欠です」
地域社会のかかわりと当事者意識
今日、プロジェクト成功のカギは、補助的なリソ
ース、資金、技術、人脈、文化に関する知識といっ
た専門知識を提供する団体との協力にかかってい
ます。「クラブは、地域社会とそのリーダーや専門
団体と密着して活動する必要がある」とデンハムさ

ん。「またさらに重要なのは、地域社会のニーズを
理解することです。地域社会に何が必要なのかを憶
測で判断してはなりません」
ロータリー財団は長年の活動を通じて、長期的な
変化をもたらすには地域社会の関わりが極めて重
要であることを学びました。現在、他国で実施する
一部のプロジェクトでは、補助金を申請するクラブ
に対し、プロジェクトの計画に地元住民が関わった
ことを証明することを義務づけています。取り組む
課題を選び、地元で利用可能なリソースや解決策を
判断し、長期的な管理計画を作成するには、地域社
会の参加が必要とされます。いずれ地域社会の人び
とが自力で継続していけなければ、そのプロジェク
トは成功したとは言えない、とデンハムさんは話し
ます。2010 年、デンハムさんの所属クラブ、トロン
ト・エグリントン・ロータリークラブ（カナダ、オ
ンタリオ州）は、安全な水が不足するケニアの大地
溝帯での水と衛生プログラムの主要な援助国側パ
ートナーとなりました。
計画段階における地下水の試験で高いレベルの
フッ化物が計測されると、援助国のクラブは計画を
変更し、浅い掘削孔を掘ることにしました。これま
での経験から、雨水を貯水する方がより安全な方法
だとわかったからです。
実施国側のクラブ、ナクル・ロータリークラブ（ケ
ニア）は現在、各家庭で 1 万リットルの貯水タンク
を設置するための資材を提供し、その設置方法を教
えています。その作業と管理を行うのは各家庭です。
50 ドルの投資で、家族が乾季を乗り切るのに十分な
水を貯めることが可能となります。

「６つの重点分野」の表記が一部変更
になります。
2019 年 07 月 08 日更新
ロータリー財団管理委員会は 2019 年 4 月に行わ
れた会合で、未来の夢計画の実施後初めての包括
的な見直しを受け、各重点分野の基本方針に若干
の変更を加え、いくつかの重点分野の名称を変更
すること以外は、6 つのすべての重点分野を維持す
ることに同意しました。名称の変更は、2019 年 7
月 1 日からになります。
•疾病予防と治療
•母子の健康
•水と衛生
•平和構築と紛争予防*
•地域社会の経済発展*
•基本的教育と識字率向上
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