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会 長 あ い さ つ
会長 髙橋 秀樹
皆さんこんにちは。
さて、11/11,12と２日間地区大
会がございました。地区大会にご
出席いただきました会員の皆様お
疲れ様でございました。そしてあ
りがとうございました。
地区大会にはＲＩ会長代理とし
てタイ、バンコク、トンブリＲＣ所属のビチャイ・
ラタクル氏がお見えになりました。この方は現在92
歳で、今から15年前の2002-03年度ＲＩ会長を務め
られた方です。その時のテーマは「慈愛の種を播き
ましょう－Ｓｏｗ ｔｈｅ Ｓｅｅｄｓ ｏｆ Ｌｏｖ
ｅ－」でした。1969年よりタイ国会議員として９期
を努め、民主党党首、外務大臣、副首相、下院議
長、国会議長を歴任された方で、タイでは最高位の
白象勲章特別一等大綬章を、日本からは勲一等旭日
大綬章。その他各国から数々の勲章を受章されてい
らっしゃる方でした。
また１日目は、地区指導者育成セミナーとして松
本祐二（まつもと ゆうじ）氏による「国際ロータ
リーとポリオ、これまでとこれから」のテーマでの
講演がありました。講師の松本氏は第2690地区（島
根・鳥取・岡山）の益田西ＲＣ所属で、2014-15年
度ガバナーを務められ、2015年度以降第３ゾーン
END POLIO NOWのゾーンコーデイネーターを務め
られている方です。お話の全てをお伝えする事は時
間の関係で出来ませんが、今から申し上げる４つの
ことを是非頭に入れておいてください。
1.ポリオの治療法は無く、予防だけが唯一の対策で
あること。
2.ポリオ撲滅は国際ロータリーの最優先事項であり、
2018年をポリオ撲滅の最終年とし、2010年に天然
痘に続いてポリオを地球上からなくすことを目標と

していること。
3.その為に6/12アトランタ国際大会で、ロータ
リーは5000万ドル、ビル＆メリンダ・ゲイツ財
団がその倍の１億ドルを寄付するプログラムを
３年間継続すると誓約したこと。
4.現在ポリオの常在国は、パキスタン、アフガニ
スタン、ナイジェリアの３カ国で、今年の発症
数は14件(11/8現在、ﾊﾟｷｽﾀﾝ５、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝ９、ﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ０)になっています。
もしポリオを地球上からなくすことが出来た場
合のことをお話します。
現在、日本では一人の子供に４種混合ワクチン
定期予防接種を４回（生後３カ月～１才までに初
回接種３回、その後追加接種１回）自治体の負担
で行われています。
（４種とは、ジフテリア、百日せき、破傷風、
ポリオの４つの病原菌のこと）
予防接種１回当りの費用はいくら位だと思われ
ますか？
埼玉県にヒアリングした処、費用は自治体毎に
決めていて、平均すると約12000円とのことです。
ですから生まれた子供１人に約５万円掛かってい
ることになります。2016年度の実績は、初回接種
57500人、追加接種50000人で、総経費は推定額で
約26億７千万円ということになります。
2020年にポリオの絶滅が宣言され、国が４種混
合から３種混合への変更を決定した場合、３種混
合予防接種１回当りの費用は平均で約6000円にな
るそうです。そうなると自治体の負担額は半額と
なり、その分市民の生活向上に向けた施策に活用
出来るようになります。
会員や家族だけでなく財団学友や米山奨学生も
一緒になって、地域社会にポリオの現状を伝え、
積極的な協力を訴えていかなければと感じまし
た。
皆様もどうか財団へのご寄付を何卒よろしくお
願いいたします。

ロータリー家族とともに行動し ともに感動する
（５５周年 全員で前進する － 全・進 －）
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幹事報告

幹事

染谷義一

「幹事報告をさせて頂きます」
◆地区大会のご参加大変ありがとうございました。
◆ハイライト米山が届いております。お目通しく
ださい。
◆27日、月曜日の例会ですが、26日(日)、27日(月)の
親睦旅行に伴いパレスホテルでの通常例会はご
ざいませんのでご注意ください。
◆12月23日、米山奨学生「感謝の集い」が13:30～、
ラフレさいたまで開催されます。ご参加希望の
会員は私までご連絡ください。
◆11月6日に開催されました新人研修会ではバッ
チを付けていない会員が多く見られました。委員
会事業等でもお付けになるようお願い致します。
◆今月の受付当番の皆さん大変ありがとうござい
ました。

参加者：冨加見俊彦、関根正美、齊藤政春、村松
宏呂子、横溝一樹、川井理砂子、鈴木康夫、柄崎
隆志、荒井理人、大川正勝、野口 裕、胡 平、
北川俊彦、廿野幸一、兒玉龍治、風岡淳一会員、
シャキャさん
清水恒信ガバナー補佐、髙橋秀樹会長、染谷義一
幹事、木本栄一研修部門委員長、小島 徹研修委
員長、小木曽賢己研修副委員長

委員長報告
親睦委員会
委員長 井上勝美
◆クリスマス夜間例会のご案内について。

小 熊 一 (1 日 ) 、 兒 玉 龍 治 (9 日 ) 、 荒 井 理 人 (10
日)、円谷友香(11日)、清水恒信(13日)、冷牟田正
見(16日)、小島 徹(20日)、中村健一(20日)、関根
正美(23日)、北川敏也(25日)、大楽 剛(30日)、
風岡 洋(30日)会員

会員研修委員会
委員長 小島 徹
◆入会3年未満会員対象の研修(勉強会)実施報告。
日 時：11月6日(月)18時～20時30分
場 所：道山閣
参加者：23人参加

ＲＬＩパートⅢ 修了証
榎本貞寿、永井伸剛、竹内雅人、坂本哲朗、
横溝一樹、川井理砂子会員

ロータリーの友

テーブルディスカッション
担当：公共イメージ向上委員会

公共イメージ向上委員会
委員長 石丸主憲
公共イメージ部門委員会
部門委員長 小木曽賢己
横組み
「ライズリーＲＩ会長メッセージ」
ロータリー財団についての記載です。我々ロータ
リークラブにとってはあまり目に見えない存在で
すが、ロータリークラブ活動をしっかり支えてく
れている存在です。財団はポリオ撲滅へ挑戦し、
ロータリーの奉仕を支え強化し、私たちの大きな
望みを実現可能にしています。ロータリークラブ
は全世界中に３万５０００を超えるクラブがあ
り、それぞれの地域社会で様々な分野でネット
ワークを持っております。高い技能を持った職業
人の団体でもあり、他団体の追随を許さない非常
に効率性を持った団体のため、他団体に寄付する
よりも財団に１ドル寄付すればとても多くの成果
が生まれるのです。財団100周年を迎えた昨年の
寄付額は3億ドルとの事でした。世界のどこかで
救われた方々がいるのです。
「私たちの目標：ポリオのない世界」
ポリオ撲滅に多大な支援をしているビル＆メリン
ダ・ゲイツ財団のポリオ撲滅プログラム責任者の
ジェイ・ウェンガー氏が、伝染病であるポリオを
撲滅することの重要性について記載してありま
す。冒頭の髙橋会長挨拶での言葉とかぶる部分な
ので、ご一読いただければと思います。
「日本のロータリー１００周年実行委員会アン
ケート調査結果報告」
日本のロータリー創立１００周年を迎えるにあ
たっての意識調査についてアンケートを掲載して
あります。クラブが直面している課題や会員の
ロータリーを続ける理由等の結果を掲載してあり
ます。
「ニュージェネレーション」
越谷南ロータリークラブがスポンサークラブの米
山奨学生の記載です。ネパール出身のスヌワル・
ディペントラ氏が、留学を通じて異文化への理解
を深めるとともにコミュニケーション能力がとて
も向上したとの事でした。
縦組み
「ロータリー財団奨学生のその後」
１９７３－７４年度に鹿児島西ロータリークラブ
から推薦を受けたロータリー財団奨学生のその後
の活動・活躍について紹介してあります。
「ロータリーアットワーク」
浦和南ロータリークラブが、浦和よさこい祭りで
ポリオ撲滅募金活動を行った旨の記載があります。
「声」
今年度からのページです。ロータリーの友を読ん
での感想や意見を掲載しているページです。是非
大宮西ロータリークラブからも投稿してみましょう。

テーブルディスカッション報告書
RIの戦略目標に「公共イメージと認知度の向上」
と示されて10年を迎えます。
歴代のRI会長の就任挨拶でも必ずといっていいほ
どこの「公共イメージ向上と認知度向上」にふれ
られています。ロータリアンにとって大変重要な
テーマであると同時に具体的な行動を求められて
います。
イアンH.Sライズリー会長は、「ロータリーとは何
ですか？」という問いに「自らの行動によって答
えましょう」と述べられました。
そこで・・・
1.ロータリアンのどんな行動がイメージ向上につ
ながると思うか？
又、一般の方に聞かれてロータリーを説明する
のに、戸惑ったりしませんか？
そこで・・・
2.「ロータリーとは？」と問われて一言で言い表
すには何と答えればいいか？
（なるべく短い文言でお考え下さい）
上記2点のタイトルについて、テーブルごとにリー
ダーを選任しディスカッションをしていただきま
した。ロータリーの日頃の活動が広く世間に認知
され、より良いイメージで迎えられたいという会
員皆様の思いから、貴重なご意見を多数いただく
事が出来ました。いただいたご意見を集約して、
後程会員皆様にご紹介させていただきたいと思い
ます。ご参加ありがとうございました。

青少年交換派遣候補生
新井清太会長エレクトより青少年派遣候補生を
ご紹介頂きました。

国際学院中学校
星 楓子さん

ロータリーの目的

四つのテスト

本日のリーダー：
久保 浩 会員

本日のリーダー：
胡 平 会員

