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東京上野 RCとの
合同例会

於：上野精養軒　点鐘：18：00

＊4/29、5/6は祝日の為、休会です。

本日の例会

卓 話

次回の卓話（5月 13日）
「現代社会における運動の必要性と、

健康体のつくり方！」

寒川　直喜　様
NPO法人バンゲリングベイ

選手会長

紹介者　澤部利藏会員

「今こそ考えたい、
これからの資産運用」

甲斐　洋子　様フリーアナウンサー
ファイナンシャルプランナー

紹介者　小野澤亮介会員

「内容を録音したデータが事務局にあります」

4月 15 日　第 1132回例会報告

会長報告

1．先週は地区研修協議会にご協力を賜り、ありが

とうございました。

特に実行委員会の方々、各担当者リーダーには

卓話をされる甲斐洋子様

準備段階よりご尽力いただき、感謝申し上げます。

無事に終わりましたこと、改めて御礼申し上げ

ます。ありがとうございました。

2．第 2600 地区の中川ガバナーより、木曽御嶽噴火

災害へ対する協力のお願いがありました。自然災

害に見舞われ日常を取り戻してはおりますが、や

はり観光客の戻りが以前より減っているようです。

第 2600 地区では、クラブの親睦旅行や同好会

の集まりで間接的な支援を希望されています。次

年度の親睦旅行は既に話が進んでいるため、会員

の社員旅行又は個人旅行でご検討をいただきたく、

お知らせいたします。

幹事報告

1．「コーディネーターニュース」4 月号を回覧いた

します。

2．地区より、再度サンパウロ国際大会「ジャパン

ナイトパーティーご参加のお願い」がございまし

た。ジャパンナイトは、大会前日の 6 月 5 日（金）

インターコンチネンタルホテルにおいて 19 時より

21時 30分迄　着席ブッフェ形式で執り行われます。

参加ご希望の場合はクラブ事務局までご連絡下

さい。

3．明日 4 月 16 日　米山奨学生カウンセラーオリエ

ンテーションが行われます。カウンセラー澤部会

員が出席し、米山奨学生　馬　紅梅さんと顔合わ

せいたします。

4．東京板橋、東京池袋西、東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙの 3 クラ

ブが例会場としている東武バンケットホールが改

装のため休業となります。これに伴い、会場が変



ニコニコＢＯＸ	 44,000円

累　　計	 1,043,400 円

出 席

会員数：53名　欠席出席免除者：8名　出席数：39名

欠席数：9名　出席率：81.25％

4月 1日修正後出席率：85.42％ 

ヴィジター：2名

クラブゲスト：甲斐洋子様（卓話講師）

鈴木　風さん（青少年交換留学生）

ニコニコＢＯＸ

＊松下和正会員

結婚祝い、誕生日祝いありがとうございます。早

いものでもうすぐ孫が生まれます。

＊新里時夫会員

先週の地区研修協議会は本郷クラブ会員の皆様の

おかげで無事に行なう事が出来ました。

＊魚崎亮一会員

誕生日のお祝いありがとうございます。小生も満

70 歳となります。元気でゴルフを続け、エージ

シュートがやれたらいいなと思います。

＊近藤博隆会員

結婚記念を毎年、思い出させていただき、しあわ

せです。まだ、うまく続いています。（注）結婚

して 62 年目に当たります。

＊本郷　滋会員

結婚記念祝いありがとうございます。数年前に私

達の戸籍の結婚記念日が 5 月だと知りました。た

ぶん、妻は私とのお試し期間を設定したと思いま

す。式は 4 月 29 日です。このお祝いは今もらっ

て良いのですか？

ジャパンツアーの報告をする
青少年交換派遣学生　鈴木　風さん

更いたします。

期間は 5 月～ 10 月　それぞれのクラブへのメー

クアップをされる際は、クラブ事務局へ確認をお

願いいたします。

5．来週 4 月 22 日は休会です。次の例会は、4 月 27

日（月）東京上野ロータリークラブとの合同例会

となります。会場は上野精養軒　点鐘 18：00 です。

また、4 月 29 日並びに 5 月 6 日は祝日のため例

会はございません。ご留意のほどお願いいたします。

「第 3班　家庭集会報告」

　　第 3班リーダー　山路記

 

去る 13 日（月）、エドモントホテルにて、第 3 班

の家庭集会が開かれました。辻野泰介さんにお願い

して、隈元シェフの素晴らしい料理をありえない価

格で堪能させていただきました。

クラブライフに関する忌憚のない意見も交わされ、

充実した一時となりました。参加者の柴山会長、松

岡幹事、新里さん、相本さん、秋本さん、栗原さん、

本郷さん、廣瀬さん、ありがとうございました。

例会場変更のお知らせ

東武バンケットホールが改装のため休業となりま

す。これに伴い、東京板橋RC、東京池袋西RC、東京

板橋ｾﾝﾄﾗﾙRCの例会場が変更いたします。

◆東京板橋RC

期間：2015年5月12日（火）～2015年10月13日（火）

会場：ホテルメトロポリタン２階「夕鶴」

　　　東京都豊島区西池袋1-6-1

　　　TEL　03-3980-1111

◆東京池袋西RC

期間：2015年5月11日（月）～2015年11月30日（月）

会場：ホテルメトロポリタン２階「夕鶴」

　　　東京都豊島区西池袋1-6-1

　　　TEL　03-3980-1111

＊深澤壽一会員

4/26、75 歳の誕生を迎えます。後期高齢者に誠に

さびしいです。

＊廣瀬英昭会員

結婚祝ありがとうございます。

＊山路敏之会員

3 班家庭集会を、辻野さんのお世話でエドモント

ホテル隅元シェフのスバラシイ食事を楽しませて

頂きました。参加者の皆様、ありがとうございま

した。

＊齋藤陽彦会員

家内の誕生日祝いの花束をありがとうございまし

た。



本日の例会にて、

ロータリー財団寄付	 0 名	 0 円
米山特別寄付	 1 名	 10,000 円

のご寄付をいただきました。
ありがとうございました。

◆東京板橋ｾﾝﾄﾗﾙRC

期間：2015年5月29日（金）～215年10月30日（金）

会場：第一イン池袋

　　　東京都豊島区東池袋1-42-8

　　　TEL　03-3986-1221

「新世代会議」開催のお知らせ
　

当クラブでは、地域への奉仕活動の一環として新

世代育成事業に取り組んでおります。その 1 つ「新

世代会議」は今年で 17 年目となり、今回は水墨画

の中野素芳先生をお招きし、『筆の文化』を若い世代、

更には、親子一緒に触れていただく機会としたいと

思います。

会員の皆様には、是非奥様をはじめご家族の方々

をお誘い合わせの上、多数の方のご参加を頂きたく

ご案内申し上げます。

記

日　時：2015 年 5 月 16 日（土）

集　合：13：00

新世代会議：14：00 ～ 16：00

　　　　　　　講師　中野素芳氏 

テーマ： 発見！新しい自分

　　　　　「筆を使った、自由な自己表現」

場　所：文京シビックセンター（小ホール）

　　　　　文京区春日 1-16-21

　　　　℡　03-3812-7111( 文京区役所代表）

「ポリオワクチン開発から60周年」

ロータリー・ニュース：2015年 4月 10日 

4 月 12 日は、ジョナス・ソーク博士が 1955 年に

ポリオワクチンを開発してから 60 周年という記念

すべき日でした。安全で効果的であるとして今日に

至るまで利用されているこのワクチンが大きな後押

しとなり、この 60 年の間に世界におけるポリオ発

生数は99％減少しています。現在、常在国は3カ国（ア

フガニスタン、ナイジェリア、パキスタン）を残す

のみとなり、ポリオという恐ろしい病が世界からな

くなる日まで、本当に「あと少し」のところまで来

ています。

ソーク博士による不活化ワクチン（IPV）は、世

界的なポリオ撲滅活動の進展に欠かせないものです

が、このワクチンが広く利用される以前は、米国

だけでも年間 35,000 人がポリオに感染していまし

た。ワクチン導入から 2 年後の 1957 年には発生数

が 90％減少、1979 年には米国でのポリオ撲滅が達

成されました。

しかし、世界規模でこのワクチンの効果が表れる

までには時間がかかりました。世界規模でのポリオ

撲滅への取り組みとして、ロータリーが世界保健機

関（WHO）、ユニセフ、米国疾病対策センター（CDC）

とともに「世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）」を開

始した 1988 年、実に 125 カ国でポリオが子どもた

ちの健康を脅かしていたのです。それから四半世紀

を経た現在、常在国は 3 カ国となり、ナイジェリア

では現在、ポリオの無発生が 8 カ月継続しており、

アフリカ大陸でのポリオ撲滅が目前に迫っています。

GPEI では現在、ポリオ撲滅最終戦略計画が進めら

れており、今年中に 120 カ国で不活化ワクチンが導

入される予定です。この戦略計画は、GPEI だけでな

く、Gavi（ワクチンと予防接種のための世界同盟）

と世界最大のポリオワクチン製造元であるサノフィ

パスツール社が中心となって実施するものです。

同社のオリビエ・シャーメイユ CEO は次のように

話します。「120 カ国以上の国々が不活化ワクチン

を導入することによって、ポリオ撲滅の最終章が始

まると言えるでしょう。弊社では、経口ポリオワク

チン（OPV）から始まったポリオ撲滅活動において、

不活化ワクチンが重要な役割を果たすことを、長年

の間認識してきました」

【★	ハイライト	よねやま181 号	★】

2015 年 4 月 13 日発行

1．寄付金速報　―	2014-15年度も残り３カ月	―	

2．新奨学生オリエンテーションがスタート	

3．タイ米山学友会総会報告　－創立３周年を迎えて－	

4．第２代よねやま親善大使が決定！

5．よねやまフォトコンテストにご応募ください	

《今月のピックアップ記事》

5．よねやまフォトコンテストにご応募ください

 ロータリー米山記念奨学会では、「第 1 回よねや

まフォトコンテスト」を実施し、米山奨学生・学友・

ロータリアンの皆さまからの写真を広く募集します。

入賞作品は、当会ＨＰや公式 facebook ページで

紹介するほか、米山奨学会が作成する事業ポスター、

全会員に配布するパンフレットなどにも掲載します。

米山記念奨学事業の魅力が伝わるみなさまのベス

トショットをお待ちしています！

詳細は、以下の当会ホームページをご覧ください。

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/blog/

news/2015/detail_7983.html

締切は 5月 15 日（金）です。 

▼全文は、こちらよりご覧ください。 

http://www.rotary-yoneyama.or.jp/summary/pdf/

highlight181_pdf.pdf


