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District 2640 Japan

ＲＩ会長 ホルガー・クナーク

会長 花畑 重靖

第 2044 回例会
2020 年 10 月 5 日(月)
海南商工会議所 4F 19:00～
お誕生日・結婚記念日のお祝い
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．ゲスト紹介
米山記念奨学生 ハリス君
５．出席報告
会員総数 40 名 出席者数 23 名
出席率 58.97% 前回修正出席率 87.18%
６．会長スピ-チ
会長 花畑 重靖 君君
みなさんこんばんは。
①アメリカのトランプ
大統領ガコロナで入院
しましたが、本日、朝、
退院したようです。アメ
リカでは、700 万人。20
万人が死亡しました。依
然として世界では猛威
を振るっています。ロー
タリーも負けずに頑張
りましょう。
海南市の文化協会も活動を再開しています。本年
度は全部中止にしましたが、県展もやるとの事で、
私のとこのです。私のギャラリー写真展やります。
次の例会は、県展の審査で欠席させて頂きます。
皆さん宜しくお願いします。
７．幹事報告
幹事 田岡 郁敏 君
○例会臨時変更のお知らせ
粉河ＲＣ
10 月 21 日（水）→10 月 21 日（水）
午前中～ 黒土清掃作業（社会奉仕活動）
○例会休会のお知らせ
田辺ＲＣ
10 月 22 日（木）

四つのテスト

言行はこれにてらしてから

①真実かどうか

③好意と友情を深められるか

②みんなに公平か

④みんなのためになるかどうか

幹事 田岡 郁敏

ＳＡＡ 角谷 太基

○ガバナーエレクト事務所開設のお知らせ
開設日 2020 年 10 月 2 日
所在地 〒640-8331 和歌山市美園町 3-34
けやき ONE 301 号室
TEL 073-426-2640
FAX 073-426-2660
E-mail toyooka@rid2640g.com
○10 月ロータリーレート
１＄＝１０５円
８．米山記念奨学金の贈呈

９．閉会点鐘
次回例会
第 2042 回 2020 年 10 月 12 日(月)
海南商工会議所 4F 12:30～
会員卓話 田中 祥秀 君

Happy birthday！
10 月のお祝い
○会員誕生日
2 日 魚谷 幸司 君
5 日 大江 久夫 君
14 日 小久保 好章 君
14 日 千賀 知起 君
26 日 谷脇 良樹 君
○奥様・旦那様誕生日
3 日 山東 久枝 様
20 日 岩井 まり子 様
24 日 瀬藤 憲康 様
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

○結婚記念日
19 日 上中 嗣郎 君
24 日 山東 剛一 君
25 日 荻野 昭裕 君
31 日 千賀 知起 君
○一般ニコニコ
上田 善計 君
長い間欠席いたしました。本日
から出席します。快気祝いです。
山東 剛一 君
本日、所用で欠席します。
中村 俊之 君
出張にいきます。GO TO で安
いです。
前田 克仁 君
子供の小学校の運動会に行き
ました。
山名 正一 君
持続化給付金の雇用調達助成
金の不正が多いです
阪口 洋一 君
先日、15 年ぶりにゴルフに行
きました。
倉橋 順子 君
プレミア商品券使って下さい。
重光 孝義 君
娘と妻と夜２時まで外食
上野山 雅也 君 尿酸値が上がりました。８○会
11/29 です。
宇恵 久視 君
父親の病院通いに付き添いま
した。
花田 宗弘 君
蝶々の渡りに出会いました。
田中 淳 君
円形はげが出来ました。
倉橋 利徳 君
山梨県へ先週ゴルフに行って
きました。
寺下
卓 君
ゴルフ後の献血は断られまし
た。
山畑 弥生 君
10 月よりクロス営業します。
大江 久夫 君
ブルーベリー植樹しました。
中西 秀文 君
夜間例会、久しぶりにきました。
コロナの根絶大変です。
小椋 孝一 君
孫の送迎行ってます。今年は米
が不作です。鳥獣が多いです。
赤松 昭二 君
例年の会社旅行止めてゴルフ
にしました。
箕嶋 利一 君
ドライバー買いました。
田岡 郁敏 君
久しぶりに温山荘に行きまし
た。娘がバスケットの試合に
出ました。
魚谷 幸司 君
友人の息子 歳内選手が復活
しました。
花畑 重靖 君
ノビノス 予約しました。
千賀 知起 君
お月見しました。

『TIME』誌の「世界で最も影響力のあ
る 100 人」にツンジ・フンショ 氏
(ナイジェリア) が

活躍する先駆者、ア
ーチスト、リーダー、
著名人、巨匠たちと
ともにリスト入り
しました。『TIME』
誌は 9 月 22 日（米
国時間）、米テレビ
局 ABC の 番 組 で
2020 年の 100 人を
発表。アフリカ地域
での野生型ポリオ
の根絶において ロータリー会員やパートナー団体
と協力し、重要なリーダー的役割を果 たしたフン
ショ氏の功績を称えました。
ポリオ根絶の取り組みによりこの栄誉を受けた
ロータリー会員は、フ ンショ氏が初めてとなりま
す。
Lekki ロータリーク
ラブ（ナイジェリア）
に所属するロータリア
ン歴 35 年の フンショ
氏は、第 9110 地区パ
ストガバナーであり、
インターナショナル・
ポ リオプラス委員会
のメンバーです。心臓
専門医である同氏は、
ロンドンの王立外科医師会のフェローで もあり、
妻のアイシャさんとともにナイジェリアのラゴス
在住し、4 人の子どもと 5 人の孫がいます。 TIME
誌が選ぶ毎年恒例の 100 人のリストには、リーダ
ーシップや才 能、発明、慈善活動を通じて世界に
変化をもたらした人たちが名を 連ね、過去にはボ
ノ、ダライ・ラマ、ビル・ゲイツ、ネルソン・マン
デラ、 アンゲラ・メルケル、オプラ・ウィンフリ
ー、マララ・ユスフザイなどが 選ばれています。
2013 年以来ナイジェリア・ポリオプラス委員長
を務め、同国でのポ リオ根絶活動の先頭に立って
きたフンショ氏は、同国のロータリアン たちと共
に、ポリオ予防接種の重要性に対する認識を高め、
政府や 著名人に支援を呼びかけ、ロータリーとポ
リオ根絶活動における声 となってきました。世界
ポリオ根絶推進活動のパートナー団 体である世界
保健機関、国連児童基金、米国疾病対 策センター、
ビル&メリンダ・ゲイツ財団、Gavi ワクチンアラ
イア ンスとも連携しています。 ナイジェリアでの
ポリオタスクフォースのメンバーとして、同国保健
相やポリオ根絶のための省庁間協力委員会ととも
に予防接種やアドボカシーキャンペーンの調整に
あ たったほか、Sir Emeka Offor 財団、Dangote
財団、伝統的リーダー評議会やナイジェリアのイス
ラム女 性協会とも密接に協力してきました。

ロータリーのナイジェリア・ポリオプラス委員長
であるツンジ・フンショ 氏が、
『TIME』誌の「世
界で最も影響力のある 100 人」に選ばれ、世界で
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