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１１月はロータリー財団月間です
例会報告

VOL.６０ No.１１ (No.2675) １１月９日(水)晴れ

(司会 前島 聡委員長)

本例会での主な事項
◎会長あいさつ

◎会員卓話

◎入会式

渡辺 悟会員・大河美由紀会員

入会式
能勢竜司会員
皆様こんにちは。１０月から支配人となりました、能勢と申します。
ゴルフ場に勤務して２３年程経ちましたが、このようなところで勉強する
のも人間として成長できるのかと思いましてお世話になりたいと思いま
す。一から勉強したいと思っております。宜しくお願い致します。

ビジター
竹内伸吾様 (２６８０地区 西脇ロータリークラブ)
こんにちは。２６８０地区 兵庫県は西脇ロータリークラブから今週・来週と例会に
おじゃまします竹内伸吾と申します。自クラブでは染料販売の業種ですが、次の
事業としてゴルフパートナーを地元で開業することが決まっており、その研修のた
め１８日までこちらにおりますので、今週・来週と例会におじゃますることになって
おります。宜しくお願いします。

誕生祝

≪会員≫北村英明会員 青木正弘会員 染谷正美会員 石井康弘会員 小林聡司会員 松村仁寿会員
田上秀雄会員
≪ご夫人≫倉持会員

能勢会員

諸報告
６０周年記念事業委員会

武藤康之総括委員長

１１月４日につくばみらい市さくら公園、常総市役所、１０年前に埋めたタイムカプセルを掘り出しました。そ
の後に記念植樹を１２月１７日(土)にセレモニーを行います。
ロータリーの友委員会

北村英明委員長

ロータリーの友１１月号
横組み P７～P１３ 特集 ロータリー財団月間 大規模プログラム補助金
P３０～P３９ 「ロータリーの友」創刊７０周年特別企画 バックナンバーでたどる『友』７０年
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１１月はロータリー財団月間です
P４９ メルボルン国際大会 オーストラリアを旅しよう
縦組み P４～P８ 人との出会い 人とのつながり
ロータリー財団委員会

雨谷道夫副委員長

１１月は財団月間です。ポリオ寄付３０ドル分を集めさせていただきます。
国際奉仕委員会

山﨑哲男委員長

ツウンバロータリークラブへ３月に２名の学生を派遣予定です。世界大会オーストラリアへのツアーを組み
たいと思っています。ホテル２０名の仮押さえをしています。ツウンバ RC 表敬訪問を兼ねて考えています。
１１月中に参加のご案内をさせていただきたいと思います。
親睦活動委員会

山中弘樹委員長

忘年会の参加申し込みですが、まだの方は１１月１６日が締め切りです。宜しくお願いします。

幹事報告
週

石井康弘幹事
報

なし

例会変更

なし

理事・役員会報告
１． 新年会について・・・１月１８日(水) 大相撲
２． １２月例会予定
１２月７日・２１日・・・通常例会
１２月１４日→１２月１７日(土)忘年会移動例会
１２月２８日・・・休会
３． 次年度地区委員推薦について
北村 仁会員、瀬戸隆海会員、倉持功典会員
・・・・・・・・・承認されました・・・・・・・・・・

会長挨拶

古矢

満会長
皆さまこんにちは 11 月 第 1 例会のご挨拶を申し上げます。
まずは 2680 地区西脇ロータリークラブより竹内様、メークでのご参加ありが
とうございます。会員一同歓迎いたします。そして水海道ゴルフクラブの能勢
さん、河合会員からの交代で本日ご入会いただきました。どうぞ早く慣れまし
て一緒にクラブ活動の程宜しくお願い致します。
さて先日の 2820 地区大会には、多くの皆様のご出席を頂きましてありがとう

ございました。北村パストガバナー、青木ガバナー補佐、そして幹事兼任で、国際奉仕総括委員長の石井
幹事、そして和久さんも前日よりの 2 日間大変お疲れさまでした。初日の会長幹事会では、地区の事業そ
して各委員会の報告、各分区の事業報告など、大変為になりました。また夜の RI 会長代理晩餐会、同会場
での地区主催の二次会では、大野ガバナーの色が出て、楽しく皆様と懇親をすることができました。ただし、
つくば学園クラブの筆頭副幹事の大虎のせいで僭越ながら地区内外の先輩が多数いらっしゃるところ、二
次会の中締めをさせられ、恐縮しながらも楽しい 1 日を過ごさせていただきました。
2 日目の本大会では私事で大変申し訳ありませんでしたが、当日仲人を仰せつかった結婚式がございま
して、途中で中座してしまいすみませんでした。本大会も最後まで充実した 1 日と報告を受けております。
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１１月はロータリー財団月間です
本当にお疲れさまでした。
また話は変わりますが先週の 4 日は周年記念事業のタイムカプセルの事前堀起こし作業にご参加いた
だいた皆様ご苦労様でした。
皆さん中身がお忘れの中、ドキドキしながら掘り起こし開封しましたら、きちんとした状態で保存されてお
りほっとしました。本日タイムカプセルを入り口に展示しておりますのでご覧ください。
これから実行委員会の皆様とタイムカプセル事業の進め方を精査していきたいと思いますので、今後とも
宜しくお願い致します。
さて本日は、今年度入会いただいた、渡辺会員、そして大河会員の新入会員卓話となっております。大
分緊張されてますが、お二人ともどうぞ気を楽によろしくお願いいたします。
最後になりますが 11 月に入り日に日に冬が近づいてきております。どうぞお身体をご自愛され皆様のご
健康をご祈念し簡単ですが会長挨拶とさせていただきます。本日もどうぞ宜しくお願い致します。

会員卓話
渡辺 悟会員
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１１月はロータリー財団月間です

大河美由紀会員
大河 美由紀
MIYUKI OKAWA
1970年6月
つくばみらい市福岡に長女として生まれる
1990年4月
福岡運輸株式会社

入社

1993年
結婚・出産（長男）
1997年
出産（次男）

２０２１年

お正月

２０２２年

SPEED

お正月

すぐに、たしかに、ていねいに

1975年 一般廃棄物収集運搬事業

会社紹介

一般貨物自動車運送事業
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１１月はロータリー財団月間です
1990年 株式会社 オカムラ

たよりになります

テレキューブ
明るく、こころ豊かに

TOUCH
FOLLOW
一般労働者派遣事業
（オフィス・医療什器施工）

介護事業

1971年 福岡運輸 株式会社 創立
1995年 株式会社 福岡サービス 創立
1999年 株式会社 スマイルケア 創立
グループホーム・デイサービス事業
2011年 社会福祉法人ほほえみ会 創立

1971年 福岡運輸 株式会社 創立
1995年 株式会社 福岡サービス 創立
1999年 株式会社 スマイルケア 創立
グループホーム・デイサービス事業
2011年 社会福祉法人ほほえみ会 創立
2022年 福岡運輸 株式会社 代表取締役就任

出席報告

宮代 尚委員

会員総数

出席者数

欠席者数

出席免除

メーク

出 席 率

５３名

３９名

１４名

０名

１４名

１００．００％

ニコニコボックス

中山英俊委員長

入金額

95,000 円

誕生祝御礼≪会員≫石井・松村・田上・青木(正)・染谷(正)・北村(英)・小林
≪ご夫人≫倉持・能勢
よろしくお願い致します。

累計 891,000 円
各会員

各会員

能勢会員

大変お世話になりました。ありがとうございました。 河合会員
先日は皆様地区大会お疲れ様でした。本日渡辺さん、大河さん、卓話宜しくお願いします。

古矢会員

西脇ロータリークラブより竹内様ようこそおいで下さいました。本日と１６日、どうぞ宜しくお願い致します。ま
た大河会員、渡辺会員、卓話楽しみにしてます!!
河合会員お疲れ様でした。能勢会員ようこそ。

石井会員
石塚(利)会員

皆さん、公式訪問と地区大会お疲れ様、そしてありがとうございました。残すは IM と分区のゴルフとなりまし
た。今日の例会は渡辺会員、大河会員の卓話です。楽しみです。皆様にとりまして今日も良い日になりま
すように!

青木(正)会員

爽やかな日が続いております。皆さんくれぐれもご自愛の程を。

松坂(興)会員

竹内様水海道ロータリークラブ例会にようこそ。渡辺さん、大河さん、卓話楽しみにしております。
北村(仁)会員
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１１月はロータリー財団月間です
皆既月食、天王星食堪能しました。

白井会員

ガバナー公式訪問お疲れ様でした。また渡辺会員、大河会員の卓話楽しみにしております。斎藤(広)会員
渡辺さん、大河さん、卓話楽しみです。

青木(清)会員

渡辺会員、大河会員、楽しい卓話を期待してます。
地区大会ご苦労様でした。

前島会員

染谷(秀)会員

“秋たけなわ”となりました。「食欲の秋・健康の秋」でも生きたいものです。
昨夜はきれいな皆既月食を見ることができました。

北村(英)会員

古津会員

地区大会お疲れ様でした。本日、渡辺会員、大河会員、卓話楽しみにしております。

中嶋(利)会員

本日、卓話を発表いたします。温かい目で見て下さい。よろしくお願い申し上げます。

渡辺会員

本日は卓話を発表します。緊張していますが、宜しくお願いします。

大河会員

渡辺さん、大河さん、卓話楽しみにしております。能勢会員よろしくお願い致します。
早退します。

中山会員

鯉沼会員

前回欠席致しました。

小島会員

例会を欠席しました。卓話楽しみにしています。

会報委員会

五木田裕一委員長

雨谷会員

古津英二副委員長

青木英男委員

写真提供者:五木田裕一会員
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ポリオに光を当てる
この 8 月、私はパキスタンを訪問し、光栄にもロータリーの最優先課 題であるポリオ根絶を
アピールする機会に恵まれました。それは、子どもたちをワクチンを使って、病気から守って
いる女性医療従事者にスポットライトを当てる貴重な機会でもありました。世界ポリオデーを迎
える今月、ロータリーの二つの実績について着目しようと思います。一つは、初めて世界的な
規模でポリオ根絶活動に着手し、30 年以上にわたり主導してきたこと。そして、この壮大な目
標を実現可 能にするパートナーシップを形成してきたことです。これは史上最も意欲的な世
界保健イニシアチブの一つであり、それにより私たちは世界でポリオ症例数を 99.9％以上減
らしてきました。野生型ポリオウイルスが常在しているのは世界でわずか 2 カ国であり、パキ
スタンはその一つです（もう一つは隣国アフガニスタン）。私はパキ スタンでは予防接種活動
に参加し、ロータリーの会員の素晴らしい活躍を目の当たりにしました。私が現地を離れて間
もなく、5 歳未満の子ども 4,300 万人を対象とする全国一斉予防接種キャンペーンが実施さ
れました。パキスタンでは、ワクチンを投与する人の 60% 以上が女性であり、母親たちからの
信頼を得て、子どもにワクチンを受けさせるという役割をロータリーは見事に果たしています。
この目で見たことで、ポリオ根絶への強い意志がロータリー全体に満ちあふれていることが体
感でき、ロータリーにはしっかりとした戦略があることを確信しました。パキスタンのメディアが
私たちの取り組みを大きく支持していることも、変化につながっています。今月、ベルリンで開
催される世界保健サミットで新たな世界的誓約が発表され、緊急課題であるポリオ根絶のた
めに、より多くのリソースが確保されます。ロータリーも自らの役割として、ビル＆メリンダ・ゲイ
ツ財団が 2 倍額を上乗せするという誓約を最大限に生かすために、上限の 5,000 万ドル
以上を拠出しなければなりません。ポリオ根絶活動の現場では楽観的でいることが許される
状況とはいえ、緊迫感を伴う想定外の事態も起きています。過去数カ月間で、イスラエル、イ
ギリス、そして最近ではアメリカ・ニューヨークでポリオウイルスが新たに発見されました。脅威
を感じさせるニュースですが、取るべき対策は明らかです。ワクチンは有効なのですから、感
染の危険のある人たちが予防接種を受ければよいのです。最も大切なのは、今こそ、このウ
イルスを根絶する必要があると決意を 新たにするということです。地球上のどこかにポリオウ
イルスが存在する限り、どこにでも拡大する可能性があります。パキスタンでは、ポリオ根絶が
実現可能であり、実現しなければならないという思いは、より強くなりました。ただしそれは効
果的な戦略に全力で取り組み、必要なあらゆる リソースを投入し続けて初めて実現するので
す。コミットメント、惜しみない支援、断固とした決意があれば、ポリオ根絶は実現できるので
す。
ジェニファー・ジョーンズ 2022−23 年度 国際ロータリー（ＲＩ）会長
ロータリーの友
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