
ロータリーと共に寄り添い奉仕の扉を開こう 地区スローガン  

「世界を変える行動人」 

12月は「疾病予防と治療月間」です 
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どもたちを探して一軒ずつまわる医療従事者たち。2019年6月24日 



国際ロータリー会長 ホルガー・クナーク 



ガバナー メッセージ ガバナー 藤井 秀香 

12月のロータリー特別月間 「疾病予防と治療月間」 

 今年も街には、クリスマスソングが流れ、デパートではお正月のおせ
ち料理が並べられ、師走の風景を見ることが出来ます。 

 新型コロナウィルスの感染者が世界で4,000万人を超え、12万人以
上の方がお亡くなりになりました。誰もが新型コロナウィルスの疾病予
防は、出来ませんでした。 

 治療月間は続いています。一年はかかるだろうと言われています。 
ワクチンの早期開発投与が待たれます。 

 ロータリーが1979年以来取り組んできたポリオを撲滅計画は、「疾病
予防と治療」の分野におけるロータリーの代表的な活動ですが、99.9%
撲滅したものの、残る常在国はパキスタンとアフガニスタンです。 

 紛争地帯や政情不安地域の子供にワクチンを投与する為の画期的
戦略を、子供達と約束したのだから、続けなくてはいけません。 

疾病予防と治療月間(Disease Prevention and Treatment Month) 

 2014年10月RI理事会は、12月を重点分野：「疾病予防と治療月間」としました。地域社会の医療従事
者の能力向上、 伝染病の伝播を食い止め、非伝染病とそれによる合併症を減らすための、疾病予防
プログラム、 地域社会の医療インフラの改善,疾病の蔓延を防止することを目的とした地域住民へ
の教育と地域動員、 疾病またはケガによって引き起こされる身体障害の予防,、疾病予防と治療に関
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。 

 環境の保全が入り、7重点分野になりました。中でも比較的、取組みやすい活動と言えるかもしれま
せん。未だ「疾病治療と予防」の分野で人道的国際奉仕活動を実施したことの無いクラブも、医療資
材や設備の寄贈にとどまらない、受益社会が自ら住民の健康を守り、医療サービスの質を継続的に
高めることのできる活動に取り組んで下さい。 質の良い医療を、貧富関わりなく一人でも多くの人
びとに届け世界で良い事を行う行動人になりましょう。 

Rotary International    District2640. 

  2020-21  Governor   Hideka Fujii 



新型コロナウイルスおよびポリオ根絶活動に取り組みます。 





地区代表幹事就任のご挨拶 

地区代表幹事 池内 清一郎 

大石前代表幹事が体調不良により退任され、私が地区代

表幹事を拝命することとなりました。岸和田東ＲＣに所属し

ています。 

これまで、いわゆるＰＥＴＳや地区協議会などは、大石前代

表幹事のもと準備され、コロナ禍の中ではありましたが無事

に終え、藤井ガバナー年度がスタートしました。 

また、世界ポリオデーの地区行事も終えて、残された大き

な行事は地区大会と国際大会です。 

コロナ感染拡大第３波の中ではありますが、残された期

間、皆様方のご支援ご協力をいただき、藤井ガバナーを支

えて、頑張りたいと思いますので、どうかよろしくお願い申

し上げます。 

 

主な行事予定 
 

 【2021年】 

 3月13日（土）          地区大会 記念ゴルフ大会  

 3月28日（日）         地区大会  

 6月12日（土）～16日（水）    台北国際大会 

 6月13日（日）         国際大会 地区ナイト 

岸和田東RC ・ 弁護士 



ガバナー公式訪問  

11月4日 堺中RC 

 アンジェリカノートルダム 

  会長 木下 和美 

  幹事 西谷 稔 

 

 

 

 

11月5日 有田RC 

 紀州有田商工会議所6F 

  会長 橋爪 誠治 

  幹事 井上 修平 
 

 

 

 

 

11月11日 有田2000RC 

 吉備インターゴルフセンター 

  会長 川島 信治 

  幹事 浦﨑 寿光 

 

 

 

 
 

11月12日 海南西RC 

 海南商工会議所4F 大ホール 

  会長 嶌村 拓滋 

  幹事 河野 孝 

 

 

 

  



11月13日 田辺RC 

 ホテルハーヴェスト南紀田辺 

  会長 長井 保夫 

  幹事 瀧本 利生 

 

 

 

 

11月13日 【合同】 白浜RC・田辺はまゆうRC 

 闘鶏神社会館 

 白浜  

  会長 藤田 正夫 

  幹事 北 裕喜彦 

 田辺はまゆう  

  会長 杉山 竜二 

  幹事 山本 敦洋 

 

 

 

11月19日 富田林RC 

 グランドホテル二葉 

  会長 橋本 竜也 

  幹事 田毎 宣隆 

 

 

 

 

 

 

                    

12月2日(水)  松原中ロータリークラブ 

12月4日(金)  岸和田東ロータリークラブ 

ガバナー公式訪問  



ポリオ根絶に向けた取り組み テレビ和歌山で放映 

地区幹事(雑誌公共イメージ委員会担当 岡本 弥生 

 11月10日（火）17:33～17:44（約11分間）、テレビ和歌山の番
組「イブニングアイ」で、ポリオの世界的状況、国際ロータ
リーおよび第2640地区の取組みを紹介しました。 

 番組内では、新型コロナウィルスの感染拡大の影響を受
け、大規模なワクチン予防接種を停止するよう指示があり4
月だけでも世界中で4,000万人以上の子供たちが、ポリオワ
クチンの定期予防接種の機会を失っています。ポリオの根絶
まであと少しのところまで来ているのに、新型コロナの影響
でポリオを再燃させてしまうと1985年からこれまで日本のロータリーだけでも9,760万ドル以上の支援を行っ
てきた先輩ロータリアンから受け継いできた努力が水の泡となってしまいます。そうならないように、コロナ
禍である今こそ、声を大にしてポリオの根絶の歩みを前に進めなければならないと訴えました。 

 特に、当地区では広く皆様からご協力頂けるよう世界遺産の高野山で祈願法会を行うことでメディアに取
り上げて頂きやすくすることで、ポリオのことをあまりご存じでない方にも「ポリオって何だろう？」と感心を
持って頂ければと考えています。地区内全ロータリークラブに対して、所在市区町村への募金箱設置の呼掛
けもその一つです。ポリオについて考えて頂くきっかけになればと呼びかけました。 

 また、スマホなどから簡単にアクセスしていただけるポリオ根絶の為の募金サイトも立ち上げています。掲
示のQRコードをスマホで読み取っていただき、募金の協力お願い。ポリオを根絶、出来ればこの世界から一つ
感染症をなくすという歴史にページを刻むことが出来ます。是非、皆様と共にこの歴史のページを刻めれ
ば。ポリオ根絶まで「あと少し」と皆様の協力を重ねてお願いしました。 





地区立法案検討会を開催 

 地区は、11月7日（土）、ＪＡ和歌山ビルで2020-2021年度の地区立法案検討会を開催し

ました。 藤井ガバナーが議長を務め、審議決定しました。 

 審議事項は、（１）2019－2020年度地区財務報告採択の件 

       （２）ガバナーノミニー（2023-2024年度ガバナー）選出方法採択の件 

                 ※指名委員による選出 

             （３）その他 

         ※指名委員を3名から5名 

  報告事項は、（１） 規定審議会とＲＩ理事会について 

       （２）10月24日世界ポリオデー高野山祈願について 



「東京2020オリンピック・パラリンピック」応援横断幕を寄贈 

貝塚ロータリークラブ 

 貝塚ロータリークラブ（会長 佐納 

世志子)は、コロナ渦の為、延期が決

まった「東京2020オリンピック・パラリ

ンピック」を応援するため、また、貝塚

市が「台湾 女子卓球ナショナルチー

ムのホストタウン」ということを周知、

知ってもらうため、2枚の応援横断幕

を作成し、貝塚市へ寄贈しました。 

 

 

 

 横断幕は、例会において、藤原貝塚市長に直接、贈呈。 また、2枚の横断幕は、貝塚市総合
体育館・メインアリーナ正面と日本生命女子卓球部の練習拠点「日本生命体育館」前の献灯
台へ掲揚されました。 



地区を越えてのポリオ根絶への思い 

堺清陵ロータリークラブ 
会長 西内 重広 

 11月2日に2680地区ポリオ根絶チャリティーコンペに我々2640地区から堺北RC、堺清陵RCの8名
が参加いたしました。会場は兵庫県の名門コースである小野ゴルフ倶楽部であいにくの悪天候で
あったにも拘らず130名を越える参加で盛り上がりました。 
 主催者側の宮岡ポリオ小委員長のお誘いがあり、地区を越えてのポリオ根絶に少しでも繋がれば
の思いのもと堺北RC、堺清陵RCの8名で日頃のロータリー活動と同様にゴルフへの情熱も高いメン
バーで楽しんで参りました。財団の中のポリオプラスプログラムには各地で様々な取組みが行われ
ています。我々2640地区は藤井ガバナーのもと高野山の、金堂に、おいてポリオ根絶及び新型コロ
ナウイルス感染終息祈願の法会を執り行なうなど多種多様な活動でのロータリアンの思いが窺わ
れます。 
 私自身もこのポリオ根絶に向けた活動に刺激されたひとりです。 
1988年にポリオ根絶を目標とするGPEI(Gobal Polio Eradication I nitiative)世界的な官民イニシア
ティブ『世界ポリオ根絶推進活動』が発足し約30年間世界はポリオ根絶に向けた取り組みを続けて
きました。 
 子供たちの死亡や、手足の麻痺に繋がる恐れのある病気がポリオです。何より恐ろしいのは、この
伝播を止まれなければ毎年8億ドル以上が必要と試算され2035年までに節約出来るはずの保健医
療費250億ドルが節約出来なくなります。根絶を目の前に決して今ここで諦めてしまってはならない
ことです。 
 望まれることは世界中にワクチン接種が行き届くことですが紛争地域では容易ではありません。
唯一の方法として政治的、宗教的、社会的な分裂を超えて協力することにあると言われてます。 
 今後、このポリオ撲滅活動に触発されたイノベーションは他の世界的な健康、平和キャンペーンに
幅広い利益をもたらします。それこそ、ロータリー30年にわたる闘いで大きく期待が持てることの喜
びでしょう。 
 今後も会員一人ひとりが興味を示し、どんな形でも良いので全員が強く参加意識を持つと共に募
金活動を熱い思いで取り組んで行きたいものです。 



献血活動報告 

堺中ロータリークラブ 

 例年深井駅前での献血活動を行ってきましたが、年々人通りも少なくなり、遠くから堺中

ロータリークラブ会員の会社から応援をお願いしていました。 

 今年度は、コロナ禍での献血活動となるため、初めての試みで午前中を奥田会員「(株)を

くだ屋技研」社屋内及び午後中を竹内会員「(株)創建」社屋内で実施することになり、仕事

中のため時間を決めてのお願いとなりました。 

 ご協力有難うございました。５９名の採血結果報告でした。 

堺中RC  幹事 西谷 稔 



地域に密着した活動（地元5高校）へ助成金 

田辺ロータリークラブ 

 田辺ロータリークラブ（会長 長井 保夫）は、10月22日、地域に密着した活動への支

援として、地元の5高校の活動に対し、助成金を贈りました。 

 この活動は、青少年奉仕活動として、毎年、未来ある青少年の活動を支援するため

取り組んでいるもの。 

 今年も、応募・審査を経て、県立田辺高校・神島高校・田辺工業高校・みなべ高校・熊

野高校の５高校の学生の地域に密着した活動に対して、それぞれ、１０万円の助成金を

贈りました。 

10月23日 紀伊民報 掲載記事 



ポリオ撲滅のための募金箱、和泉市役所に設置 

和泉･和泉南ロータリークラブ 

 和泉ロータリークラブ（会長 勝野 露観)と和泉南ロータリークラブ（会長 嘉手納 

良和)は、合同でポリオ撲滅のための募金活動として、和泉市役所を訪問。辻 宏康市長

に募金箱の設置を要請。市役所の正面受付に募金箱が設置され、訪れる多くの市民の

皆さんに協力を呼びかけています。 



JR和歌山駅前花壇“花の植替え” 

和歌山市内９ロータリークラブ 

 2020年11月3日(火・文化の日)午前10：00～11：00、標記花壇の植替えを実施致しまし

た。この事業は特定非営利活動法人花いっぱい推進協議会との共催で『彩り豊かな和

歌山の玄関口を皆様に楽しんで頂く活動』として永年行っています。 

 当日は、尾花和歌山市長ご臨席の下、市内各RC会長幹事を始めロータリアン約30

名、花いっぱい推進協議会の皆様約30名が参加。協力金贈呈式の後花壇の植替えを

行いました。 

 また、テレビ和歌山と和歌山新報のご取材を頂き、私たちの協働活動を大きく広報

して頂きました。ありがとうございました。休日にもかかわりませずご臨席を賜った市

長様並びに関係各位に厚く御礼申し上げます。 

















 

 

  ガバナー月信は、地区と地区内クラブの情報交流を促進し、各クラブの運営、活動に活かせ

てもらうため、情報収集に努めています。皆様の寄稿、ご協力をお願いします。 具体的には、

記念事業や特別例会、クラブ奉仕活動、親睦活動（家族会、親睦旅行、 同好会等）や会員増強

等、職業奉仕（講演会、講習会、視察等）、社会奉仕（清掃活動、福祉・教育支援事業等）、国際奉

仕（友好クラブとの交流、各社会奉仕プロジェクト）、青少年奉仕（青少年交換、インターアクト、

ローターアクト、ライラ等）、そのほか、ロータリー財団、米山記念奨学会等の活動などの案内、

募集、報告等の寄稿をお願いします。 また、ご提供いただける情報は、文書面、 資料、写真を

ＦＡＸ、封書等又はメールでガバナー事務所へご連絡ください。 月信では、引き続き、国際ロー

タリー、地区、クラブの情報をとりまとめ、掲載情報の収集等、紙面の充実に努めてまいりま

す。 ご協力、よろしくお願いします。                     （地区 ＩＴ・ガバナー月信委員会）  

国際ロータリー 

第2640地区 ガバナー事務所  

〒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 

http://rid2640g.com/fujii/ 

e-mail: fujii@rid2640g.com 
JR和歌山駅西口から徒歩7分  

阪和道、和歌山インターから約10分 


