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前回の例会

本日の例会

2019 年 3 月 31 日（日）第 1834 回
[例会変更] 親睦家族旅行(奥伊根温泉)

2019 年 4 月 5 日（金）第 1835 回

時間

8：00 出発 瓦町公園集合

卓 話 「 ロータリー雑誌フォーラム 」
卓話者

＜3 月 31 日(金)の出席報告＞
会 員 数
30 名
出席会員
9名
欠席会員
21 名
ファミリー会員
1名
ご家族
7名
ゲスト
1名
3 月 8 日(金)の出席率
86.67％

広報委員長 米澤 邦明

今週の歌 「君が代」
「奉仕の理想」
「バースディソング」
お客様紹介・出席報告・
会長の時間・委員会報告・

2019 年 3 月 22 日（金）第 1833 回

幹事報告・ＳＡＡ報告
〇会員・奥様誕生祝い(4 月度)
坂田兼則会員(2 日) 城岡陽志会員(19 日)
三上美江様(14 日)

山中加須美様(23 日)

池永智恵子様(29 日)

卓

話 「 国際奉仕フォーラム 」

卓話者

国際奉仕委員長 綿谷 伸一

今週の歌 「それでこそロータリー」
「翼をください」

〇結婚記念祝い(4 月度）
白木敦司会員(1 日) 堀畑好秀会員(9 日)

お客様紹介・出席報告・

嶽盛和三会員(14 日) 笹山悦夫会員(15 日)

会長の時間・委員会報告・

次回の例会

幹事報告・ＳＡＡ報告
＜3 月 22 日(金)の出席報告＞
会 員 数
30 名
出席会員
19 名
欠席会員
11 名
ゲスト
0名
ビジター
1名
3 月 1 日(金)の出席率
86.67％

2019 年 4 月 12 日（金）第 1836 回
[例会変更] 拡大例会(ロータリーデー)
時間
18：00～ （受付 17：30～）
於：南海グリル 東店 ３Ｆ

2018-19 年度 国際ロータリーのテーマ

「インスピレーションになろう」
国際ロータリー会長 バリー・ラシン（バハマ国・イーストナッソーRC）
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卓話の時間(3 月 22 日)
国際奉仕フォーラム
「タイ・ノンケーム地区を訪問して」
国際奉仕委員長 綿谷 伸一
タイ王国の首都であるバンコク
中心から 50Km ほど離れた地域『ノ
ンケーム地区』と、その周辺地域の
幼稚園、小学校、中学校の水道水が
劣悪な状態にあることを、3350 地区
ノンケーム RC を通じて確認した。
その地域は、土質が石灰質で、コップに水を汲む
と白く濁った水であったり、異臭がする水を飲料水
として使用し、洗濯物などは乾くと硬くなってしま
うほどである。学校給食にも、その水が使用され、
子どもたちには一切の選択肢は無く摂取が続いて
いる。貧困地域のため、ペットボトルの飲料水を買
うことができず、この水を飲まざるを得ない状況下
にあり、下痢や腹痛等をおこしで学校を病欠する子
どもが少なく無い。長期間この水を摂取し続けると
最悪、命にかかわるケースもある。
日本であれば、政治や行政が積極的に対処し、改
善出来るのだが、このような問題を抱えている国は
未成熟で、発展途上にあり、貧富の差が拡大し、貧
困地域への行政の対処もされず、改善の兆しすら見
えない現状である。我々は、この緊急を要する状況
の改善を模索する中で、2640 地区ロータリー財団委
員会、国際奉仕委員会の協力のもと、国際的な人道
的奉仕プログラムのひとつとして、
“Clean Water
Project”を行った。
子どもたちに安全で安心して飲めるクリーンな
水を飲ませてあげたいという一念で行った。ユニッ
トのサイズは人の背丈と同じくらいで、１ユニット
に３つのフィルターがあり、そこに小型ポンプに源
水を流し、クリーンな水を作るという簡単な仕組で
ある。水質にもよるが、200 名の生徒が毎日浄水器
を使用した場合、３か月に１度フィルター（３個）
交換が必要で、それを怠ると機能が低下し、せっか
く設置した浄水器の意味がなくなってしまう。今後、
ノンケーム RC と協力しながら運用を注視していき
たい。
浄水器の寄贈（設置）台数は次の通りです。
和歌山 RC－６ユニット、堺北 RC―３ユニット、田辺
RC－１ユニット、堺泉ヶ丘―１ユニット、堺清陵 RC
－１ユニット、堺東南 RC－１ユニット、堺南 RC－１
ユニットで、２６４０地区の合計が、１４ユニット
でしたが、ノンケーム RC が現地で寄付を募り、１ユ
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ニットを寄贈。当プロジェクトの合計設置台数は、
１５ユニットである。
堺北 RC と MOU｛友好クラブ｝にあるノンケーム RC
が事前の水質検査や設置場所等の調査、設置業者の
選定、設置後の稼働確認をした。
設置後の調査で１校の浄水器に不具合が発見さ
れたが、ノンケーム RC の国際奉仕委員会が迅速な
対応で、同委員会メンバー立会いの下、修繕が行わ
れ、現在は、全１５ユニット全てが順調に稼働し各
学校の子どもたちや近隣住民においしい水を供給
している。
２月１８日に贈呈式が執り行われ、２６４０地区
からは、樫畑ガバナーをはじめ総勢２５名のロータ
リアンが参加し、設置した小学校２校を視察し、贈
呈式典が執り行われた。小学校では吹奏楽部の生徒
の演奏による出迎えから始まり、生徒による民族舞
踊や歌の披露など、参加したロータリアンひとり一
人が子どもたちからの『ありがとうの感謝の気持ち』
を肌で感じる素晴らしい贈呈式となった。
その後、両国のロータリアンが集い、夕食会がチ
ャオプラヤ川のリバークルーズ船で開催され、3350
地区ガバナーのナカリン氏をはじめ地区内ロータ
リアン 30 名ほどが参集し、国際交流レセプション
が開催され、現地の歌手や両国ロータリアンによる
踊りなどの余興で、盛会のうちに幕を閉じた。
また、今回の“Clean Water Project”の前日、２月
17 日に堺北 RC と東北地方に位置するロイエット県
のロイエット RC と国際的な人道的奉仕プログラム
の一環で、現地、Nhong Pok 病院にグローバル補助
金を使い人工透析機３基寄贈した。
また、浄水器贈呈式当日（2 月 18 日）午前中に、
堺清陵 RC とノンケーム RC が、同じくグローバル補
助金で、AED（自動体外式除細動器）１１器の贈呈式
と CPR（心肺蘇生法）のトレーニングがモーチット
バスターミナルで開催したことを併せて報告させ
て頂きます。
結びに、ノンケーム RC の Dr.ウイルン会長をはじ
めとした現地ロータリアンの方々、現地ローターア
クトの方々、2040 地区内協力頂いた全てのロータリ
アン、関係各位に心より感謝と御礼を申し上げ、本
プロジェクトの報告とさせて頂きます。

会ですが、いよいよ迫ってまいりました。この拡大

会長の時間(3 月 22 日)

例会を今年度は、ラシンＲＩ会長が呼びかけていら

会長 澤井 久和

っしゃいます「ロータリーデー」とし、皆さんのお
連れいただいた方々と、和気藹々お食事、お酒をい

こんにちは。会員の皆様のお顔を

ただきながら交流を深め、更にはロータリーについ

拝見できて嬉しいです。

て理解していただける場となるよう準備を進めて

先週は例会欠席しまして、誠に申し

おります。

訳ございません。山中副会長、ご迷惑

会員増強も大事ですが、まずは会員もお客様も有意

お掛けしました。

義なひと時となるようにしたいと考えております

本日は綿谷会員の国際奉仕 タイ紀行を聴けるの

ので、是非ご友人にお声掛けをお願いいたします。

を楽しみにしております。会長の時間は 1 分くらい

「ロータリーデー」は会員全員が一丸となって取り

で終わりますのでご安心ください。

組んでいただきたく、どうか皆様のご参加、ご協力

前々回の夜の例会 出羽海部屋の皆さんとちゃん

のほどお願い申し上げます。

こ会をして、ちゃんこ鍋のお話をさせて頂きました。

「拡大例会」

大相撲の事でもう一つ。

日 時：２０１９年４月１２日（金）

両国国技館の所在地は東京都墨田区横綱 1 丁目であ

開会１８：００（受付 １７：３０～）

るようです。この墨田区に続く住所「横綱」は、実

会 場：南海グリル 東店 3 階

は「よこあみ」と言われております。横綱の「網」

定 員：目標６０名（会員、お客様合わせて）

の字は隅田川沿岸における漁業と関係していると

会 費：会員 ２，０００円

いわれています。
「東京地名由来辞典」では、両氏が

お客様

無 料

横に網を干していたからともいわれています。江戸
時代初期に海苔干場が広がっていたところから海
苔採り網を干す風景からの呼び名との説を挙げて

囲碁大会準備委員会

います。

「第９回子ども囲碁フェスタ・堺」

現在、横綱が最高位となっておりますが、当時は大

第１回打合せ会議報告

関が最高位となっておりました。明治 42 年になっ

大会準備委員長

宇瀨 治夫

てから横綱が最高位になったようです。あともう少
し春場所千秋楽まで大相撲楽しんでください。

平成３１年３月２２日（金）１８時

また最後にお願いですが、

３０分～すし亭「幹」にて、第１回打

1. 次年度世界大会にご参加を！

合せ会議を行いました。参加者は、

2020 年 6 月 ハワイ

山田名誉会員、北側会員、坂田会員、

2. RYLA 研修セミナーにご参加を！

中田会員、中川会員、小西会員、

2019 年 5 月 3 日（金）～5 月 5 日（日）2 泊 3 日

藤永会員、塩見会員、宇瀨、坂上事務

和歌山市立 青少年国際交流センター

局員の１０名でした。議題は第８回大会のアンケー

どうぞよろしくお願いいたします。

ト集計報告と決算報告でしたが、その他のご意見も
たくさんいただきました。中でも大会開催の時期を
５月の前半にしてはどうか、という内容について深

委員会報告

い話ができました。第９回大会の日程も決定いたし
ました。２０１９年１１月１０日（日）に開催いた

会員増強委員会
時間

します。この日を目指して、早速準備にかかってい

「拡大例会(ロータリーデー)へ

きます。平行して、第１０回大会を２０２１年５月

お誘いのお願い」

開催に向けての準備にも取り掛かっていきます。第

会員増強委員長 嶽盛 和三

９回大会の準備については、例年通りの内容で進め
ていきますので、大きな変更は無いと思います。第

以前よりご案内いたしておりま

１回打合せ会議に参加下さいました会員の皆様、あ

す外部の方をお誘いしての拡大例

りがとうございました。
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親睦活動委員会

米澤邦明会員 乾燥肌で体がかゆくてたまらない

「親睦家族旅行」報告

のに、ＴＶでは桜のカイカ宣言の話

親睦活動委員長 中田 学

題！「かい」にきまってるでしょ！
綿谷伸一会員 久しぶりの卓話です。皆様よろし

今年の親睦家族旅行は、奥伊根
温泉。
海上から舟屋を眺める、伊根湾巡
りで企画いたしました。堺東（瓦町
公園前）を午前 8 時出発と呼びか
けで皆さん 10 分前までには全員
集合。米澤会員からいつもの美味しい焼き芋の差
し入れがあり積み込んで出発。
参加者は会員家族、米山奨学生含めて 19 名で
の開催でした。参加者の急遽取りやめが数名あり
ちょっと寂しい人数でした。舞鶴若狭自動車道の
西紀 SA で休憩。さっそくお土産を買っている方
も。途中天橋立近く歴史のある智恩寺の御参り。
出発の時には大雨。
昼食会場の油屋本館に到着した頃には雨も上が
っていました。さっそく澤井会長の挨拶で例会開
始。米山奨学生ドゥアン・ティ・フォン様の表彰
で例会終了。國井会員の乾杯で食事開始今季最後
のカニ三昧。皆さんすごい食欲。ほとんどの人が
完食。食後の温泉はヌルヌルしていて本当にいい
お湯でした。
メインの伊根湾巡りは波が高い為残念ながら中
止になりました。
早めに出発。途中天橋立ワイナリーの見学。お土
産屋さんに寄り最後の買い物。帰りは京都縦貫自
動車道経由で堺に予定時間通り無事到着です。皆
様 1 日ご苦労様でした。ご協力ありがとうござい
ました。

く！
嶽盛和三会員 拡大例会ご協力お願い致します。
鶴さんご来会ありがとうございま
す。
合計２２，０００円
◆米山奨学特別寄付
・・・米澤邦明会員・嶽盛和三会員・濵口正義会員
◆ロータリー財団大口寄付・・・濵口正義会員

油屋本館前にて集合写真

ＳＡＡ報告(3 月 22 日)
堺東南 RC

タイの授与式では大変お世話に成り

鶴 啓之様 ました。たくさん記憶に残るシーン

ドゥアン・ティ・フォンさんが 3 月 31 日をもって
米山奨学生を修了されるため、表彰状と皆さんからの
温かいメッセージが書かれたボードを贈りました。

が思い出されます。ありがとうござ
いました。
北側一雄会員 東京は桜が開花しました。大阪もも
うすぐですかね。
中田 学会員 鶴様、タイでは御苦労さまでした。
ようこそ堺北へ。
中川 澄会員 明日のウォーキングよろしくお願
いします。9 時 30 分浜寺公園駅集合
です。
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