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なろう

■点鐘：戸澤会長

■司会：山本会員

■会長報告 戸澤会長 ■幹事報告 飯田幹事

　10月22日の『多摩分区IM』が無事に終了しました。
先週は休会でしたので、久しぶりに皆さんのお顔を
拝見するような感じです。
　私も 71 歳になりました。高齢者の仲間入りです。
最近年寄意識が芽生えて無意識に言葉が出ることが
あります。思い当たるかたもいると思いますが、そ
のような時に唱える言葉があります。『おあいにくさ
ま』です。『お』怒るな。『あ』焦るな。『い』威張るな。
『に』憎むな。『く』腐るな。『さ』避けるな。『ま』負け
るな。平凡に長生きしたいものです。

■昨日の理事役員会報告：
1）10 月の収支報告は了承されました。
2）次々年度指名委員会、委員の発表：
　『クラブ規程第 10 条指名委員会 20・クラブ細則第
　1条第 1 節による指名委員は次の者をもって構成
　する。』により、
　(1) 正副会長及び正副幹事：金子哲男次年度会長、
　　 戸澤忠会長、北久保次年度幹事、飯田能士幹事
　(2) 会長経験者より２名小町幸生バスト会長、當麻
　　 誠バスト会長
　(3) 会員より５名直前幹事を含む：田中重義会員、
　　 荻野昇会員、村田秀雄会員、大仁田隆義会員、
　　 清水敬量会員
　以上 11 名の選任が了承されました。
3）産業祭り：のちほど石山委員長から。
4）バナー委員会：金子次年度会長から。
5）IMの予算の不足分は、会議交際費から補てんする
　ことが了承されました。

　昨年度合同例会を行っ
た東京東久留米ＲＣの会
長島崎孝様、幹事の粕谷
基様、若林晃様です。ど
うぞごゆっくり当クラブの
例会をご堪能して頂ければ幸いです。

■国歌：君が代
■合唱：ロータリーソング
　　　　｢奉仕の理想｣
◆ソングリーダー：
　石山会員

■お客様紹介：
　赤木パスト会長
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◆東京東久留米ＲＣ島崎会長：本日は、東京東村山Ｒ
　Ｃの例会に出席させて頂きました。ありがとうござ
　います。事務所が近くにあり、これからはもっと参
　加させて頂きます。今後ともよろしくお願い致します｡
◆東京東久留米ＲＣ粕谷幹事：本日はよろしくお願い
　致します。自然にあふれる中での例会場、感激しま
　した。また来たいと思います。
◆東京東久留米ＲＣ若林親睦委員長：初メーキャップ
　です。よろしくお願い致します。
◆戸澤会長・飯田幹事：先日のＩＭ、皆様のお蔭で無
　事に終了することができました。100％の出席。あり
　がとうございました。野崎多摩分区ガバナー補佐、
　町田多摩分区分区幹事ご苦労様でした。追伸、先日､
　会長・幹事、山本会員、岩原会員とで八丈島で釣り

西川会員■ニコニコＢＯＸ

■ご結婚祝月：
　赤木会員、山本会員
　田中会員

■令夫人誕生祝い月：
　町田会員、嶋田会員

■会員誕生祝月：
　野﨑会員、村越会員
　西河会員

■ガバナー事務所：
・｢第8回全国ＲＹＬＡ研究会｣開催の案内について
　2016年1月31日(日)　10:00～
　於　国立オリンピック記念青少年総合センター　
　　　国際会議場
　(→参加希望の方は事務局までお声掛け下さい)
・ロータリーフェローズ東京　秋季例会(懇親会)の案
　内について
　2015年12月6日(日)　14:00～
　於　国際基督教大学
・ガバナー月信への原稿のお願いについて
　Ｉ・Ｍ報告をガバナー月信(12月号)に→野崎Ｇ補佐
　投稿済
・地区大会人頭分担金のお願いについて
　2015年12月1日時点の会員数×9,000円
　締切：12月31日(木)
■ローターアクト委員会：
　地区行事　誇育プロジェクト｢誇育発表会｣の案内
　について
　2015年11月15日(日)　13:00～
　於　フィーマライズホールディングス(株)(中野区)
■国際ロータリー日本事務局：
・ソウル国際大会　暫定スケジュール公開と公認ホ
　テル業者変更について
・2015年11月のロータリーレート　1ドル＝120円
・｢ロータリー財団月間｣に因んでリソース案内の受
　理について
■インターアクト委員会：
　15～16年度第1回在京地区インターアクトクラブ合
　同活動の案内について
　2015年11月15日(日)　10時上野駅集合
　於　上野国立博物館・上野精養軒
■東京新都心ロータリークラブ：
　水野パストガバナーを囲む会の案内の受理について
　2015年12月10日(木)　18:30～
　於　ハイアットリージェンシー東京
■東京秋川ロータリークラブ：
　東日本大震災復興記念事業の案内について
　2015年11月22日(日)　9:00～
　於　あきる野市山田グランド
　主旨：大船渡と秋川の子供達の交流と復興祈念
■東京武蔵村山ロータリークラブ：
　2015～16年度第2580地区親睦ゴルフ決勝大会の組
　み合わせ及び実施要項等について
　2015年11月13日(金)
　於　武蔵カントリークラブ　笹井コース
　→組合せ表は参加者のメールボックスへ
■東京田無ロータリークラブ：
　ロータリークラブ卓話のお願いについて
　北久保隆一会員へ
　12月3日(木)　　於　東京田無ＲＣ
■例会変更：
・東京東大和ＲＣ　11/17(火)→夜間移動例会
・東京福生ＲＣ　11/25(水)夜間例会→通常例会　他
・所沢中央ＲＣ　11/23(月)→例会取消(祝日)　他
■回覧：
・所沢中央ＲＣ週報
・バギオだより
・ロータリーコーディネーターニュース11月号

在籍会員数 出　席 免　除 欠　席 出席率

29 25 0 3 89.29

■出席報告 清水会員
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　をしてきました。岩原会員の絶妙な指導で船酔いし
　ながらも、戸澤会長がかんぱちを含め一杯吊り上げ
　ました。皆様のお腹に入らなくて済みません。
◆戸澤会長：先週岩原さんと岩原さんの師匠、私と飯
　田幹事、山本会員の５人で八丈島へ釣りに行ってき
　ました。風があり波３Mと高く大変でしたが、田中
　さんのように死ぬ気で頑張ったら竿頭になりました｡
◆野﨑会員：先日のIMでは、小町幸生IM実行委員会
　委員長を始め実行委員会の皆様、会員の皆様には大
　変お世話になりました。お蔭様でガバナーよりお褒
　めの言葉を頂き、成功の中で終了することができま
　した。
◆小町会員：先日はインターシテイー・ミーティング､
　皆様のご協力で素晴らしい会員になりました。あり
　がとうございました。
◆赤木会員：東京東久留米ＲＣ島崎会長、粕谷幹事、
　若林親睦委員長、本日はようこそご来訪下さいまし
　た。戸澤会長、飯田幹事、山本さん、昨夜は八丈島
　で釣ってきた新鮮なお刺身、ひと切れ幾らしたので
　しょう。戴きました。大変美味しかったです。あり
　がとうございました。
◆山本会員：10月29日から31日まで会長・幹事、岩原
　さんとで八丈島へ釣りに行ってきました。二日かと
　も会長が竿頭です。悔しい。大変に元気です。

本日のニコニコ合計：      58,000円
　　累　　　計　　：     477,000円

■お客様ご挨拶

■東京東久留米RC会長：
　島崎様

■委員長報告

■野崎多摩分区
　ガバナー補佐：

　先日のIMにつきましては、小町実行委員長を始め会員
の皆様にお力添えを頂き成功のうちに終えることができ
ました。大変ありがとうございました。ガバナーからもお
褒めの言葉を頂きました。また、昨日、東分区のIMに行
きましたら、良かったねとお言葉をかけて頂きました。

■小町IM実行委員会
　委員長：

　只今ガバナー補佐が申し上げました通り、本当にあり
がとうございました。分区内の様々な方からお褒めのこ
とばを頂きました。本当にありがとうございました。今後
は、『報告書』を作成がございます。山本会員には、写真
の整理等でご苦労をお掛け致しますがよろしくお願いし
ます。それと、報告書では、ディスカッション箇所担当の
方、11月末までに、事務局と野村会員のところにご提出
をお願い致します。　本日は、東京東村山ロー

タリークラブの例会に参加
させて頂きましてありがとう
ございました。私の事業所
は久米川ボウルです。住ま
いが東久留米なので東久留米RCに入りましたが、社員一
同からは『なんで東村山に入らなかったのか？』と言われ
ております。私の従妹が東村山のJCに入っています。可能
であれば、いずれは、東村山RCにご紹介できたら良いと
思っております。東久留米と東村山は隣接した場所ではあ
りますが、税務署は同じですが警察署が違っています。
分区が違ったり分かれている部分はあります。私のように
事業所が東村山、住まいが東久留米でもつながりがあり
ますので、今後ともお付き合いさせていただければと思い
ます。

■東京東久留米RC幹事：粕谷様
　本日こちらには、昨年度東村山RCさんで合同例会を主
催して頂き、今年度は東久留米のほうでホストとして合同
例会をということでご挨拶に伺いました。私もこちらは初
めてでして、ニコニコにも書かせていただきましたが、例
会場が本当に穏やかな気持ちの良い会場で、個人的にカ
メラが趣味で、きょうは持参していないのですが、撮影し
て帰りたいなと思いました。

■金子次年度会長
 （クラブ奉仕委員長）：

　先ほど、戸澤会長さんがお話されました『エンブレム』
の作製委員会のメンバーです。３人の方のご内諾を得ま
して、昨夜の理事会で承認されましたので、謹んでお名
前を申し上げます。小町会員、野村会員、岩原会員の３名
でございます。今年度と次年度にまたがっていくかもし
れませんが、３人の方のお力を結集して頂きまして、委員
長さんを決めて頂きまして、創意工夫をされて頂きまし
て、立派なエンブレムをお作り頂くように是非よろしくお
願いします。

　お手元にペーパーを配布させて頂きましたが、クラブ
奉仕委員長の会議が10月15日にございまして、アンケー
トの集計結果とか、ホームページの状況とか、地区公共
広告の内容が書いてございます。大変恐縮ですが、時間
の関係で、お眼を通して頂きまして、何かお気づきのこと
がございましたらご指摘いただければ幸いです。

■東京東久留米RC親睦委員長：若林様
　こちらの岩原会員とは幼稚園、小学校、中学校が同じ
でした。
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■閉会点鐘：戸澤会長

　今年度の財団委員長、地区の委員ということで、私が
関わってくることになりました。きょうは、財団のポリ

オプラスのことについてパワーポイントを使用して卓
話を行いたいと思います。
　お配りした資料の中にロータリー財団 5年間の会計
報告があります。これまでほとんど出ていませんでし
たが、なんとか 2014 年までありますのでお目通し頂き
たいと思います。
　2015 ～ 2016 年度のロータリー財団への寄付。9月 30
日現在の第 2580 地区の状況を各クラブ毎に載せてあり
ます。多摩分区、東村山の達成率が 84.69％。実績額と
しては 3430 ドルとなっております。全員が寄付して頂
けるように下期までに持っていきたいと思います。
　ポリオプラスの資料もお目通し頂きたいと思います。
2014 ～ 2015 年度の DDF 寄贈が 6 億 7000 万ドル。常
在国のパキスタン 306 名、アフガニスタン 28 名。常在
国以外も合わせて世界で 359 名。あとほんの少しです。
皆様のご寄附によってこれをゼロにしていきたいと
思っておりますので、ひとつよろしくお願い致します。

■パワーポイントによる説明
　ポリオとは脊髄性小児麻痺のことです。ポリオウィ
ルスによって人から人に感染し脊髄性神経を麻痺させ
ます。時として命を奪うものです。治療法は無く、ワク
チン接種による免疫体を作ることが予防の最善策です。
プラスの意味では、ポリオプラスと呼んでいますが、当
初は麻疹、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風を含めて
の総称でした。
　現在では、ポリオワクチン投与、ビタミン、サプリメ
ントで健康増進を図る。ポリオワクチンの運搬、保存等
ための新しい対処療法を行う。ポリオ発症の監視のた
めの研究。診療所の世界的なネットワークなどを示す
ようになっております。
　日本でポリオの根絶の歩みは、1960 年。日本でワク
チンの製造開始、在庫が底をついた。2012 年に生ワク
チンから非不活化ワクチンに切り替えられる。今は何
の事故も起こっていない。
　ロータリーの最初の取り組みは 1979 年。フィリピン
の 600 万人の児童にポリオの予防接種を行う。2014 年。
東南アジアでポリオ根絶宣言を行った。ポリオの撲滅
は、全世界で残り 1％。症例数はこの 10 年で急激に減
少しました。
　2014 年 5 月ＷＨＯが緊急事態宣言を出した。イラン、
イラク 10 か国などに拡大。今歯止めを掛けなければ再
び世界中に拡大する恐れがある。政治問題が阻む。
　2017 年度までには、ワクチン経由の感染源の対策。Ｉ
ＰＶ（不活性化ワクチン）完全導入。ポリオ撲滅の継続
的監視。感染症対策の地球的規範化。
　2018 年、地球上からポリオ撲滅を宣言。深刻な資金
不足。5.6 億ドル。これは皆さんの浄財に頼るしかござ
いません。今日の活動がここまできたのは、故山田彝
（つね）さん、故峰英二さんのご功績。

■質疑応答：
　第 2580 地区だけが寄付にひとり 150 ドルと目標を掲
げるのはおかしいのでは。財団では、広く浅く皆さんか
ら寄付をして頂きたい由だが、今後地区委員会で話し手
いきたい。■卓話者：

　當麻ロータリー財団
　委員会委員

■卓話『ロータリー財団月間に因んで』

■北久保クラブ管理
　委員長：

 『ロータリーの発展のために』という討論に参加させて
頂きましたのでご報告申し上げます。10月29日（木）に行
われました。野崎多摩分区ガバナー補佐の主催、立川グ
ランドホテルで18名が集まりました。多摩分区の会長、ク
ラブ奉仕委員長の会議です。戸澤会長がたまたま八丈
島出張ということで代役を仰せつかりました。非常に勉
強になりました。
　どこのクラブも会員増強の件では、大変ご苦労をされ
ています。また、工夫をされています。先ほど東久留米
RCの島崎会長さんがおっしゃっていられたお従妹さん。
当クラブへのご入会をよろしくお願いいたします。

■田中国際奉仕委員：

　東京東久留米RCの島崎会長さん、粕谷幹事さん、そ
れに若林さん、ようこそお越しくださいました。昨年は幹
事の立場で大変お世話になりました。改めてお礼を申し
上げます。ありがとうございました。
　韓国ソウル国際大会。5月27日から6月3日に行われま
す。武蔵村山RCさんと合同で実施いたします。参加又は
欠席の連絡を来週いっぱいまでとさせて頂きます。
　東大和ＲＣさんが親睦旅行を兼ねて実施しますので
20名近くの参加と聞いています。東村山は、現在11から
12名。皆さん多くの方の参加をお願い致します。

■石山社会奉仕委員長：
 『東村山市民産業祭り』があと10日に近づきました。11
月14日（土）と15日（日）に会場に当クラブで、ブースを出
します。テーマは『子供に夢と希望を』です。盛り上げた
いと思いますので、会員の皆様のお手伝いのご協力をど
うぞ宜しくお願いいたします。（参加可能日等の回覧）昨
年の小町委員長の立ち上げに感謝しています。

本例会終了後、次々年度指名委員会の会議が開
催されました。


