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第４回　クラブフォーラム
テーマ「地区研修協議会について」

「セカンド・イニシエーション・スピーチ 」

本間　正巳会員
小林　佳俊会員

本日の卓話 次回の卓話（12月 10日）

「津波・高潮などの沿岸域の
災害とその減災」

柴山　知也　様

早稲田大学理工学術院　教授
早大・東日本大震災復興研究拠点・複合災害研究所長

紹介者　柴山修一会員

「犯罪情勢について」

11 月 19 日　第 1115 回例会報告

会長報告

1．来週、11 月 25 日 ( 火 ) は北分区　合同例会・イ

ンターシティミーティングが開催されます。

登録受付開始は 11：00～　食事開始は 11：30～

となります。

食事開始時間に遅れますと、お食事の用意が出

来ない場合があるそうなので、ご留意のほどお願

いいたします。

幹事報告

1．11 月 18 日（火）「第 2 回職業奉仕セミナー」が

開催されました。

クラブ職業奉仕委員会から、小野澤委員長、木

村委員が出席され、地区委員として井田会員が出

席されました。

また、21 日（金）「北分区クラブ奉仕委員意見

交換会」が行われ、河合会員が出席されます。

2. 青少年奉仕情報第 8 号をメールボックスへ配布し

ました。ご確認をお願いいたします。

3. 会長からもお話しがありましたが、11 月 25 日は

北分区　合同例会 ･ インターシティー・ミーティ

ングがパレスホテルにて開催されます。

食事開始時間 11：30 にはお集まりいただきます

よう重ねてお願いいたします。

尚、遅刻をされて出席される方は、お食事を済

ませられてからご参加下さい。

11 月 26 日の例会は 25 日 IM に振り替えていま

すので、休会となります。



ニコニコＢＯＸ

＊加藤利雄会員

家内の誕生日に、きれいなバラを沢山有難うござ

いました。ベットの上から眼を細めておりました。

＊相本秀次郎会員

妻のバースディ、きれいなお花有難うございまし

た。これからも仲良く頑張ります。

＊柴山修一会員

アイフォン6プラスがきました。画面が大きくなっ

た分、重いです。5からの移行は完璧にできました。

＊本間正巳会員

妻の誕生日祝ありがとうございます。

＊井田吉則会員

妻の誕生祝ありがとうございます。すっかり忘れ

てました。

＊清水卓治会員

結婚祝、ありがとうございます。

「第５班家庭集会」
 

日　時：平成 26 年 11 月 14 日（金）

　　　　　　　　　　18 時 30 分～ 21 時

会　場：「再来宴」上野中町通り店

参加者：４名（敬称略）

林一好（リーダー）、齋藤陽彦（サブリー

ダー）、松岡幹事（ゲスト）、棟田（文責）

テーマ：復興支援、委員会活動など

林リーダーが良く利用される「再来宴」の 2 階

にある個室で第５班の家庭集会は開催されました。

林氏が特別に調達された貴重な特別吟醸の日本酒

と鹿児島産芋焼酎『天使の誘惑』、そして中国人

調理長が作る本場の味の中国料理を楽しみながら、

色々な話題が飛び交いました。あっという間に 2

時間半が過ぎ、帰り道である上野中町通りではク

ラブや居酒屋の呼び込みを何とかかい潜って 4 人

は家路につきました。

テーマである復興支援少年野球の話から話題は

プロ野球にまで発展して、クライマックスシリー

ズで阪神に 4 連敗したジャイアンツの敗因は何

ニコニコＢＯＸ 27,000 円

累　　計 553,400 円

本日の例会にて、

ロータリー財団寄付 3 名 42,400 円
米山特別寄付 4 名 35,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：4名　出席数：34名

欠席数：14 名　出席率：70.83％

11 月 5 日修正後出席率：81.63％	

欠席の回答を出された方は、メークアップをお

願いいたします。

4. 本日、第 4回クラブフォーラムを開催いたします。

テーマは、「地区研修協議会について」です。よ

ろしくお願いいたします。

だったのか？その阪神が日本シリーズではソフト

バンクに 1 勝 4 敗で何故あっさり負けたのか？な

ど、4 人の話題は尽きることがありませんでした。

美味しい中華料理とお酒を楽しみながら、今後の

東京本郷ロータリークラブを考える良い機会とな

りました。

「エボラ出血熱へのロータリーの対応」

ロータリーは引き続き、エボラ出血熱に関する最

新の動向を注視するとともに、世界保健機関（WHO）、

ユニセフ（UNICEF）、米国疾病対策センター（CDC）

やその他のパートナーと協力し、ポリオとエボラの

両方に対処していく所存です。ロータリー会員に

とって、疾病との闘いは重要なものであり、これま

で、ポリオだけでなく、HIV ／エイズやマラリアに

対する認識向上と社会動員を積極的に実施してきま

した。

ロータリーによるエボラ出血熱への対策は今後も

進化を続けますが、すでに以下のような進展が見ら

れています。	

• ナイジェリア政府は、同国でのポリオ撲滅活動に

よって構築されたインフラストラクチャーを利用

し、エボラ出血熱への対策を実施しています。ポ

リオの発生を監視するために利用されているポリ

オ監視ネットワークは、エボラの発生を特定する

だけでなく、発生が疑われるケースを追跡するた

めに役立っており、これがナイジェリアによる成

功に大きく貢献しました。重要なことは、ナイジェ

リアが現在もポリオ常在国の一つであるというこ

とであり、同国での新たなポリオ発生を防ぐため、



鈴木ガバナーご挨拶

出 席

会員数：52名　欠席出席免除者：6名　出席数：23名

欠席数：23 名　出席率：50.00％

11 月 12 日修正後出席率：87.23％

北分区　合同例会
インターシティーミーティング

登録開始　11：00
会　　場　パレスホテル東京

11 月 25 日　第 1116 回例会報告

11：00	 登録受付開始

11：30	 食事開始

12：30	 開会点鐘　粕谷ホストクラブ会長

	 藤田ガバナー補佐ご挨拶

	 鈴木ガバナーご挨拶

	 参加クラブ会長 ･幹事紹介

	 会長 ･幹事報告

	 出席報告

12：55	 閉会点鐘

～インターシティーミーティング～

13：00	 挨拶　IM 実行委員長

	 IM テーマ

 「ロータリーの原点を探る～魅力ある例会とは～」

13：50	 閉会挨拶と次年度ホストクラブ紹介

プログラム

撲滅活動を今後も強化していく必要があります。

• ロータリーのリーダーは、エボラが発生している

国のロータリアンに働きかけ、ロータリーとして

の対応の強化に協力しています。ロータリーはさ

らに、ワーキンググループを作り、このグループ

による調査の結果を検討するとともに、エボラ対

策の方向性を決定する活動を行っています。

• ロータリーとしての組織的な対応に加え、ロータ

リー会員は現地で、エボラやその他の疾病の予防

を目的とした活動を実施しています。例えば、モ

ンロビア ･ ロータリークラブ（リベリア）は、保

健・福祉省と協力し、エボラに感染した患者、保

健従事者、その他の支援要員へのサポート強化に

取り組んでいます。現地のロータリアンはまた、

地元で購入できる物資、交通手段の提供、エボラ

発生が疑われるケースの追跡、エボラから回復し

た人の復帰支援などに利用するための資金集めを

行っています。このモンロビア・クラブのプロジェ

クトへの資金は、車両の修理、燃料、薬、マット

レス、バケツやそのほかの物資を購入するために

利用されます。同クラブはさらに、ガウン、手袋、

マスク、靴を覆うカバー、プラスティック製のブー

ツ、遺体袋などの寄贈も必要としています。関心

のある方は、Yoquai	 Lavala さんまでご連絡くだ

さい（その際、David	 Frankfort さんにも Cc をお

送りください）。また、このプロジェクトの詳細は、

ロータリー	アイデア応援サイトからご覧ください。

https://www.rotary.org/

14：00	 次年度ホストクラブ会長挨拶

	 東京荒川 RC 会長

～特別講演～

14：10　玉泉院主管・教誨師　井上日宏師

15：00　閉会


