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□会長の時間        小田 賢一 

みなさん、こんにちは。 

  いよいよ今年も最終の月、師走に入りました。こ

の時期になると本当に１年間の短さを実感します。

クラブ会員の皆様共々に年末を無事故、健康で乗り

切り、新しい年を元気で迎えたいと思います。 

 先週は、インターネット委員会の担当で今井委員

よりプロジェクターを使っての卓話がありました。

今井委員、大変ありがとうございました。 

  先週の卓話でもインターネットの紹介がありま

したように、ネットの世界は無限の知識や情報の宝

庫になっています。自宅や会社の事務所に居なが

ら、巨大な図書館や博物館と繋がっているような便

利さがあります。８年前に加治屋寧人さんが会長の

時に、会長の時間で「将来インターネットのすごい

世界が広がってくる」と述べられた事をよく覚えて

います。そこで今日はお手元に、インターネットで

調べた資料を配布しております。 

 まず左側は、今年の主な出来事の一覧表です。今

年もいろいろな事がありました。 

 右側は、毎年１２月１２日に発表される「今年の

漢字・１字」の１０年間のリストです。１２月１２

日は「いい字１字」と読み、「漢字の日」になって

います。今年の世相とともに漢字の持つ奥深い意味

を認識する日です。ちなみに過去１０年間のそれぞ

れの漢字があらわす世相を紹介します。 

  １９９７年(平成９年)「倒」・・・山一証券など

大型倒産の続出や、サッカー日本代表が並みいる強

豪を倒してワールドカップ初出場決定した年。 

  １９９８年(平成 10 年)「毒」・・・和歌山のカレ

ー毒物混入事件やダイオキシンや環境ホルモンな

どが社会問題になった年｡ 

                                                

  １９９９年(平成11年)「末」・・・世紀末、１００

０年代の末。東海村の臨海事故や警察の不祥事などの

事件が続出して「世も末」と実感。来年には「末広が

り」を期待した年。   

２０００年(平成12年)「金」・・・シドニーオリン

ピックでの金メダル。女子柔道の田村亮子が金メダ

ル。女子フルマラソンの高橋尚子が金メダル。金大中

と金正日による初の南北首脳会談。きんさん（成田き

んさん）の死亡などがあった年。 

  ２００１年(平成13年)「戦」・・・米国同時多発テ

ロ事件で世界情勢が一変して、対テロ戦争、炭そ菌と

の戦い、世界的な不況との戦い、米国のアフガニスタ

ン侵攻があった年。   

２００２年(平成14年)「帰」・・・北朝鮮に拉致さ

れた５人の方々が帰国、日本経済がバブル以前の水準

に戻ったこと、昔の歌や童謡のリバイバル大ヒットな

ど「原点回帰」の年。 

  ２００３年(平成15年)「虎」・・・阪神タイガース

の１８年ぶりのリーグ優勝、衆議院選挙へのマニフェ

スト初導入で政治家たちが声高に吠えたこと、「虎の

尾をふむ」ようなイラク派遣問題などが起きた年。 

  ２００４年(平成16年)「災」・・・台風、地震、豪

雨、猛暑などの相次ぐ天災。イラクでの人質殺害や子

供の殺人事件、美浜原発の蒸気噴出事故、三菱自動車

のリコール隠しなど、目を覆うような人災が多発した

年。「災い転じて福となす」との思いも込めて・・。

 ２００５年(平成17年)「愛」・・・紀宮様の御成婚、

「愛・地球博」の開催、卓球の福原愛ちゃんの活躍。

純愛物語電車男ブーム。残忍な少年犯罪など愛の足り

ない事件が多発したこと。「愛」の必要性と「愛」欠

乏を実感した年。                             

 ２００６年(平成18年)「命」・・・「生まれた命」－

－秋篠宮紀子さまがご出産。皇室に約４０年ぶりに親

王「悠仁さま」ご誕生。「断たれた命」－－いじめに

よる子供の自殺が社会問題化。履修漏れの責任をとっ

て校長も自殺。「奪われた命」－－飲酒運転による交

通事故、虐待による殺人が多発。竜巻で命を奪われた

人もいました。「膨らむ命の不安」－－北朝鮮のミサ

イル発射、核実験、高齢者の医療費増大、臓器移植問

題、医師不足など、ひとつしかない命の重み、大切さ

週 報 第１５５３回  平成１９年 １２月 ５日

    会長 小田 賢一 
    幹事 小俵  武 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

本日のプログラム    

 
 
 

を痛感した年。 
さて今年、２００７年はどのような漢字１字が、

世相を反映するのでしょうか？ 

「偽」「謝」「疑」「辞」などが出ています。忘年会

真っ只中で、クラブ会員の皆様は来賓あいさつや主

催者あいさつをされることが多いかと思います。１

年間の出来事の話題や世相などを話される参考に

なれば、と思いましたので、ご紹介致しました。 

  最後に、来年はぜひ次のような「漢字１字」に相

応しい年でありたいものです。 

「楽」「健」「和」「幸」「躍」「進」「明」「夢」「穏」・・・ 

会長の時間でした。 

□幹事報告          小俵  武

○ えびのＲＣ…………例会変更 12/6（木）

18:00-十兵衛  ＊忘年会 
○ 志布志みなとＲＣ…例会変更 12/12（水）→

12/11（火）19:30-大黒本店 
 12/19（水）→12/20（木）19:30-志布志大黒 
○ 志布志ＲＣ…………例会変更 12/18（火）

19:00-志布志大黒 ＊年忘れ家族会 
○ 都城北ＲＣ…………例会変更 12/18（火）  

18:30-ロイヤル   ＊年末家族会 
○ 都城中央ＲＣ……例会変更  12/20（木）

19:00-中山荘   ＊年末家族会 
○ 都城ＲＣ…………例会変更  12/21（金）

18:00-大太鼓    ＊年末家族会 
○ 特別休会 12/25（火）……志布志．都城北 
○ 特別休会 12/26（水）…… 

志布志みなと．都城西 
○ 特別休会 12/27（木）……都城中央． 
○ 特別休会 12/28（金）……都城． 
○ 特別休会  1/3（木）……都城中央 
○ 高鍋ＲＣ…………１２月例会予定表 
○ ガバナー事務所………  

＊「ポリオプラスプログラム」について 
＊ 2007 定款細則のダウンロードについて 
＊月信１２月号 

○ 日本ロータリー親睦ゴルフ全国大会  
第１９回  沖縄大会のご案内 

     20.3/17（月） 琉球ゴルフクラブ 
○ 鹿屋西ＲＣ………３０周年参加のお礼状 
○ 都城観光協会……都城島津邸市役所 

中間報告会の開催について 
      12/6（木）15:30-市役所西館６階 
○ 都城市少年野球連盟…平成１９年度納会の 

ご案内 12/15（土）19:00-ﾒｲﾝﾎﾃﾙ 
○ THFSA．Rotary……ポリオに関する書簡 
○ ロータリーの友１２月号 
□クラブ報告事項 
＊ お知らせ…カンボジア「竹と風の学校」 

生徒の絵画作品展

12/9（日）佐川由紀子さんのふるさと 
コンサートの会場 

    都城市総合文化ホール  中ホール

□出席報告 

会員数     63 名 

出免数      ４名 

出席数     ５３名 

出席率 89.83％ 

前々回修正出席率 11/21 91.52％ 

前回修正出席率 11/28 84.74％ 

 

届出有 岩下 瀬口 岡崎 福永直 

盛田 脇丸  

ＭＵ有会員 

11/29  中央 

11/28 理事会 

 

11/30  都城 

12/4   北 

 

久保  

小田 小俵 中村七 吉原  

三坂 鳥集 大峯 棈松 平川

なし 

高橋  

ＭＵ無会員 

11/21 

 

脇丸 吉田勉 盛田 中村静 

鬼束 

要ＭＵ会員 

11/28 

  

吉田勉 福永直 久木野 瀬口

鎌田継 中村静 木佐貫 鬼束

川口  

 
□ＳＡＡ報告          鳥集 寿一 
◎ ニコニコ箱 
小田 賢一…クラブ奉仕部門の各委員会の上半期事業報告

大変ありがとうございます 
◎ ロータリー財団 
外山 俊明…吉元委員長ご苦労さまです 
高辺 晃也…ロータリー財団へ 
 
◎ 今後のプログラム 
１２／１９  年末家族会 
１２／２６  特休 
１／２    特休 
１／９    歴代会長卓話 
１／１６→１５  ４ＲＣ合同新年例会（担当北ＲＣ） 
 
 12／5 計 

ﾆｺﾆｺＢＯＸ 1,000 240,187
ｺﾞｰﾙﾄﾞ BOX 3,600 67,89

3
ﾛｰﾀﾘｰ財団 22,400 235,400
米山奨学会 0 346,00

0 
教育振興基金 0 189,00

0
＊竹と風の学校    49,725 

雑誌会報委員会 
志摩 誓啓 吉田  勉 鮫島 孝慶 馬渡 秀光 
甲斐 克彦       ロータリー事務局 制作 
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 親睦 高辺委員長         会員選考  天水委員長      会員増強 外山委員長 
 

 
 
 
 
 
 
 

プログラム 吉原委員長       広報 高橋委員長        ﾛｰﾀﾘｰ情報 萩原委員長 
 

 
 
 
 
 
 
 

 健康管理 河村委員長       友愛 鎌田博委員長       クラブ奉仕 中村七委員長 
 

 
  
 
 
 
 
 

 国際奉仕 棈松委員長        社会奉仕 大峯委員長 
 
 
 
  
 
 



 
 

国際ロータリーとゲイツ財団が協同でポリオ撲滅に２億ドルを投入 
ラプラデシ州にある地域社会クリニックで経口ポリオワクチンを乳児に投与するビル・アンド・メリンダ・ゲイド

ラプラデシ州にある地域社会クリニックで経口ポリオワクチンを乳児に投与

す国際ロータリーは、今日、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と協

同して、世界ポリオ撲滅に必要とされる 2 億米ドルを投入することを

発表しました。アフリカ、アジア、中東各地の子どもたちはいまだに

ポリオによる身体麻痺に苦しみ、世界中の子どもたちがこの病の脅威

にさらされています。 

  

 

ポリオワクチンを投入するビル・ゲイツ氏 

ゲイツ財団から 1 億ドルの補助金を受領したロータリー財団は、今後 3 年間にこれと同額の資金を調

達するための募金活動を行っていくことになります。ロータリーは、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）

における予防接種活動を直接支援するために、今後 1 年以内に、最初の 1 億ドルを投入していく予定で

す。世界ポリオ撲滅推進計画とは、世界保健機関（WHO）、国際ロータリー、米国疾病予防管理センタ

ー（CDC）、ユニセフが協同して主導する活動です。 

 

「ポリオ撲滅があと一歩というところまで前進できた背景には、ロータリー会員の並々ならぬ尽力が

あり、これが極めて重要な役割を果たしました」と、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団の共同会長

であるビル・ゲイツ氏は述べます。「ポリオの撲滅は、公共保健の分野において歴史上最も重要な偉業

となるでしょう。この目標を果たすために、私たちは全力を投入しています」 

今回のポリオ撲滅への補助金は、ゲイツ財団が今までに提供した補助金のチャンレジ（訳注：資金を提

供する条件として、相手側からもそれと同額または一定額の寄付を求める補助金）の中で最大のもので

あり、また、創設以来 102 年の歴史においてロータリーが受領した最も高額な補助金でもあります。

1985 年以来、ポリオの撲滅はロータリーの最優先項目とされてきました。それ以来、ロータリーはこ

の撲滅活動に 6 億 3,300 万ドルを寄付してきました。 

「世界中のロータリーの会員たちは、ここまで来るために懸命に

活動してきました。ですから、私たちの今までの活動が、このよ

うな特別な形でビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から認めら

れたことは、大きな報いです」と言うのは、ロータリーのポリオ

撲滅活動を主導し、ロータリー財団の管理委員長を務めるロバー

ト・スコット博士です。「ロータリーとゲイツ財団のこの協同での

取り組みが、ほかの財団や各国政府、非政府組織をはじめとする

ほかの寄付者に対しても、ポリオの撲滅に必要な資源を確保する

ために立ち上がるよう、奮起を促すものとなることを願っています」 

 

 

ポリオワクチンの投与をするロータリアン


