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会長/片山 金次郎
次週の例会

今週の例会

201１年 ３月 ８日(火)第 3１７回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話
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「

１日 第３１６回例会 ＮＯ.２４２ 発行

幹事/中山 祐太郎

201１年 ３月１５日(火)第 31８回
■点 鐘
1２時３0 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 卓話

初 志 忘 れ ず

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

新 た な 息 吹 を

」

話をいただくことになっております。ポリオは未
だなくなっていません。来年度の為にも皆様に更
に深めていただこうと思っております。本日はよ
ろしくお願いを申しあげます。

■ゲスト紹介
【本日の卓話者】
地区Ｒ財団部門
ポリオ・プラス委員長

■会長挨拶

片山 金次郎

皆様こんにちは。
今日から三月、弥生に入りました。まず海外ニ
ュージーランドのクライスト・チャーチでは、地
震でビルが崩壊し日本人留学生 28 名の方が未だ
消息不明の事故が起きています。私も旧浦和市の
時に、ニュージーランドのハミルトン市と姉妹都
市の関係だったので、クライスト・チャーチへも
1 回寄ったことがありますが、美しい静かな街で
大きな教会がありましたが、その大聖堂も崩れ落
ちたようです。被災者の方々のご無事をお祈りし
ます。
さて、あと 1 週間で本格的な春到来となると思
いますが、先週関東では春一番が吹いて気温も上
がりスギ花粉が猛烈に飛散したようです。皆様の
中にもボチボチ辛い症状が出てくる方がいるの
ではと心配します。花は梅と川津桜がいま満開で
す。染井吉野桜の開花予想は東京都心が 3 月 26
日頃、埼玉・熊谷では 3 月 31 日頃で今年は平年
並みです。我々のクラブの花見例会 4 月 5 日ま
では花も何とか保ちそうな気がします。
本日は今年の地区ポリオ・プラスの事業に我々
クラブもバザーやチャリティーショーに積極的
に協力し寄付額も 100％納付しましたが、その
地区ポリオ・プラス委員会の橋本成喜委員長に卓

橋本

成喜様

米山奨学生

チャイウット・マユリー様
これまで頂いた奨学金を少し
づつ貯め、麻薬患者のリハビリ
センター設立の資金不足を補ってきました。８月には
完成していると思いますので、是非皆さんで遊びに来
て下さい。
どうもありがとうございました。

■幹事報告

中山 祐太郎

●ガバナー事務所より
①ロータリアンの皆様を狙った悪質な詐欺メー
ルの被害が発生しているようです。振り込み
詐欺同様、メールでの寄付の要請、個人情報
の流出に十分ご注意下さいませ。
②2 月 22 日に発生致しましたニュージーランド
地震について義援金のご協力をお願い

■委員会報告
●次年度 青少年交換委員会
８月から当クラブで受け入れいたします青少
年交換生ラーク・アスター・ジェンセンさんのお
父様からお手紙を頂戴いたしました。

■卓

話
ポリオ・プラス委員長

橋本

成喜様

さいたま欅ＲＣの皆様には、財団運営活動に関
しまして格別のご理解ご協力をいただきまして
厚く御礼申し上げます。10 月のポリオ撲滅チャ
リティーバザーの際は場所をご提供いただき、ま
た先日のチャリティーフェスティバルにもご協
力をいただき感謝申し上げます。本日はポリオに
ついてお話をさせていただきます。
2007 年規定審議会でポリオ撲滅を国際ロ
ータリーの最優先の目標とすることを承認、
確認しました。
（07-68）
・野生ポリオ・ウイルスの世界的撲滅の証明
を国際ロータリーの最優先事項とすること。
・野生ポリオ・ウイルスの撲滅の証明がなさ
れるまで、他のコーポレート・プロジェクト
（ロータリー挙げて実施するようなプロジ
ェクト）を採択しないこと。
・2004 年規定審議会決議 04-525 に従っ
て、以後の規定審議会で承認されるまで、い
かなるコーポレート・プロジェクトも採択し
ないこと。
ポリオとは…
我が国では以前「小児マヒ」と呼ばれ恐れられ
ていましたが現在国内での自然感染は報告され
ていません。世界的にも減少しており 2008 年
初めには、ナイジェリア・インド・パキスタン・
アフガニスタンの 4 カ国を除くすべての国で野
生株のポリオウイルスの感染が断たれました。ポ
リオウイルスは人から人へ感染しますが、ほとん
どの例が、不顕性感染（ウイルスや細菌が感染し
て体の中で増えますが病気としての症状が出ず、
免疫だけができるような感染）で終生免疫を獲得
します。
ポリオワクチンは、経口生ワクチンです。ウイ
ルスには 3 つの型があり、これら 3 種類の弱毒
化されたウイルスが含まれたワクチンを、2 回飲
んで免疫力をつけます。

◆片山 金次郎会員
3 月はﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ月間です。本日は地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ
委員長の橋本様、お忙しい中卓話ありがとうございま
す。よろしくご指導ください。
◇中山 祐太郎会員
ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員長 橋本成喜様、卓話よろしくお願い
たします。本日もよろしくお願いします。
◆井上 久雄会員
RI2770 地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ 橋本委員長様にはお忙し
いところ、卓話をお願いいたしまして誠に申し訳ござ
いません。本日はよろしくお願いいたします。なお 2
月末でﾛｰﾀﾘｰ財団 ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽの寄付 100％達成いた
しましたことを報告させていただきます。
◇内木 滋郎会員
国際ﾛｰﾀﾘｰ第 2770 地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員会 橋本委員
長様、本日の卓話誠にありがとうございます。いよい
よＪﾘｰｸﾞ 2011 ｼｰｽﾞﾝも 3 月 5 日開幕。浦和ﾚｯｽﾞは
3 月 6 日対神戸戦です。初戦を勝利して良いｽﾀｰﾄを切
って欲しいと思います。皆様の応援よろしくお願いい
たします。
◆小池 智修会員
たまたま理事会が終了してﾄｲﾚに行ったら隣の部屋
で取引先のスズキ自販様が会議をやっていました。う
まい具合に会えてまたまた仕事の話ができました。今
日はいい日かな～。今日の卓話、橋本様よろしくお願
いします。面白い話ではないですよね。南無本尊界會。
◇田中 修会員
橋本地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員長、本日はご多用のところ
卓話ありがとうございます。
◆寺沢 良治会員
本日はお客様としてﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員会委員長の橋本
成喜様、卓話よろしくお願いします。
◇内藤 憲会員
ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員会委員長の橋本様、ご多忙の折ご来
席いただきありがとうございます。また、本日は卓話
よろしくお願いいたします。3 月に入りひと雨毎に暖
かくなります。本日もよろしくお願いいたします。
◆野原 哲夫会員
地区ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員会 橋本委員長、本日の卓話よろ
しくお願いします。第 3 ｸﾞﾙｰﾌﾟのＩＭ報告書を作成し
各ｸﾗﾌﾞへ御礼に行ってまいりました。あと残り、会員
増強についてよろしくお願いします。
◇本多 正和会員
本日は地区Ｒ財団 ﾎﾟﾘｵ･ﾌﾟﾗｽ委員会 橋本様、よう
こそ。卓話よろしくお願いいたします。

3/ 1 22,000 円
＊累計額訂正

＊原稿を要約させていただきました。

■スマイル報告
■橋本 成喜様（地区ポリオ・プラス委員長）
財団運営 ポリオ撲滅プログラムにつきまして
大変お世話になっております。本日はどうぞよろ
しくお願い申し上げます。

累計 672 ,000 円

2/15 611,000 円
2/22 650,000 円

■出席報告
月日
3/ 1

会員総数

出席

欠席

出席率

18

13

5

72.22％

