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皆さん、こんにちは。会長挨拶をさせて頂きます。
10月24日は「世界ポリオデー」です。国際ロータリーでは2012年
に会員のみなさんもご覧いただいている、「This Close」（ポリオ撲
滅まであと少し）広報キャンペーンを行いました。このキャンペーン
には、デズモンド・ツツ大司教、ビル・ゲイツ、ジャキー・チェン、
アマンダ・ビートなどの世界の著名人や、一般の人々も参加しました。
この運動は、今も続いています。今年は、ロータリーとノースウエス
タン大学による「World Polio Day:Making History」(世界ポリオデ
ー：歴史の1ページを刻もう)と題されたイベントを開きます。プレゼ
ンターやパネリストにブルース・アイワールド氏（世界保健機関WHO
ポリオ担当責任者）、デニス・オグベ氏（国連財団における児童予防
接種推進キャンペーン責任者、ポリオ経験者、パラリンピック選手）、
ロバート・マーフィー氏（ノース・ウエスタン大学医学校教授）が参
加します。インターネットで中継されます。開始時間は日本時間で25
日午前7時半からです。ご興味のある方は、ＲＩのホームページをご覧
ください。
ポリオのない世界への入口 ＲＩのホームページによりますと、ア
フリカのコートジボワールでは、2年以上ポリオ感染が報告されていま
せん。しかし、しかし、そのために予防接種の大切さを忘れてしまう
と、悲惨なことになります。「これまで子供たちは何度も予防接種を
受けたのに、なぜまた」という声を聞くそうです。ポリオという、し
ぶとい病気に対して予防接種を怠ってはならないのです。ナイジェリ
アに依然として野生のポリオウィルスが存在する現在、コートジボア
ールに再びポリオ感染が及ぶ危険性は、未だに存在しています。その
ため、今後もポリオの再発を防ぐには、5歳未満のすべての子どもたち
に定期的に予防接種を続けなければなりません。このような追加予防
接種プログラムは、2018年までにポリオを世界からなくすために必要
とされる実行項目をまとめた2013-18ポリオ撲滅・エンドゲーム戦略
計画の一環として実施されているものです。コートジボアールの全国
ポリオプラス委員会のマリーイレーヌ・リシュモンアウアさんは「ポ
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のリオなくすことは私たちみんなの義務です。コー
トジボアールで、多くの困難にもかかわらずポリオ
を根絶できたことを考えれば、近いうちに必ず、世
界からポリオをなくすことができると思います。」
と語っています。
皆さん、「This Close」のビデオをもう一度ご覧
ください。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。本
日も、よろしくお願いします。
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皆さんこんにちは。本
日は最終例会に行ってい
る結婚・誕生祝いを行わ
せていただきます。よろ
しくお願いいたします。
◆来週24日は、27-28日
の親睦旅行に振替となります。
◆今月31日は時間変更で夜間例会になります。この
例会では川口ロータリークラブの岡村睦美様の卓話
でございます。今までは卓話の最中に食事をしてい
ましたが、例会前、お越しになられた順に食事を召
し上がっていただければと思います。仮にお越しに
なられるのが遅れて、卓話の最中に食事がさしかか
っても構いませんが、できるだけ食事を済ませて卓
話に臨んでいただきたくお願い申し上げます。
◆先週10月10日、例会終了後に理事会が行われま
した。議事録のご確認をお願いいたします。審議事
項といたしまして、11月の行事予定である地区大会、
ガバナー公式訪問などの承認が行われました。協議
事項としては12月の行事予定、年次総会の件を確認
させていただきました。その中で、尾花パスト会長
より、「ロータリーの目的」の第１、第２、第３、
第４を朗読していましたが、“全文が目的”という解
釈から、全文を皆様で朗読させていただきますので、
来月第１例会からよろしくお願いいたします。
◆「ロータリー情報委員会開催のお知らせ」を配布
してございます。入会３年未満会員が対象となりま
す。ご回答は大塚崇行委員長にお願いいたします。

◆10月27日（日）11時から、国際ロータリー第
2770地区 青少年交換プログラムがございます。
こちらは島村パスト会長のお嬢様である島村江里香
さんが参加になっております。
◆大宮シティロータリークラブから10月20日（日）、

ラオス大使館における「ラオス＆日本祭り」のご案
内があり、当クラブから関口会長、神田パスト会長、
名取パスト会長、齋藤博重副会長、渡邉会員が参加
予定になっております。
◆「入会３年未満・新入会員の集い」が11月15日
（金）にラフォーレ清水園で開催されます。入会３
年未満の対象者は参加のほどお願い申し上げます。
以上です。
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皆さんこんにちは。先

ほど幹事報告にもありま
した通り、「ロータリー
情報委員会開催のお知ら
せ」を本日配布させてい

ただいております。12月

19日（木）、午後6時半よりコンテンポラリー1684

で、入会３年未満の会員が対象となっておりますが、
今回はそれ以外のなるべく大勢の皆様にもご参加い
ただければと思います。内容に関しましては尾花ク
ラブ研修リーダーと精査をして、ロータリーを熱く
語れるような会にしたいと思います。皆様ご参加の
ほどよろしくお願いいたします。

結婚祝い
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皆さんこんにちは。10
月9日に花のモナミさん
から花が届きまして、な
んだろうと思ったら僕の
結婚祝いでした。自宅に
誰もいなかったので、職
場に届けてもらいました。結婚37年になります。先
ほど岡野さんに「37年経つと、今まであなたは我が儘
だったけど、これから女房の世話になるんだよね」と
言われまして、たぶんそのようになるのだろうなと
いうのが現状です。私は40歳から人間ドックに入っ
ています。50歳から国際大会へは夫婦二人で必ず行
こうと決めて実行しています。
たまたま今週火曜、女房が電話の前で気絶したの
で、すぐに救急車を呼んで病院に行きましたらだん
だん回復してきて、そのままCTと胸の写真を撮っ
たら異常なしでした。今日までゆっくり休んでもら
っています。というわけで明後日からの韓国へは私
は１人で行かなければならなくなり、久しぶりの独
身旅行になります。女房の方は今朝、普段通りに朝
食を作ってくれたので心配ないと思います。以上、
ありがとうございました。
大木保司会員
私の結婚記念日は10月
10日で、昔は「体育の日」
でした。私もお店にモナ
ミさんからの花が届いた
ので、ああそうかと思い
出したわけです。私の結
婚式当日は台風が過ぎ去った後だったので、招待客
の皆さんに来てもらうことができて良かったなぁと
いう記憶がございます。どなたかの祝辞で、雨降っ
て地固まるんだよ、良かったねと言われました。結
婚22〜23年経っており、結婚記念日にたいていは
夫婦一緒にいましたが、今年は私が会合で不在で、
妻も不在で、寂しい10月10日を過ごしました。来
年はどうなることやらと思っております。皆様もう
ちの女房に会いましたらどうぞよろしくお願いいた
します。本日はありがとうございました。

います。私が生まれたのは1954年（昭和29年）で、
10年後に東京オリンピックが開催され、そのとき小
学校４年生でした。どういうわけかオリンピックの
開会式の日の天気はすごくよく覚えています。その
日は土曜日で学校から帰ってきてテレビを見ていた
のですが、ものすごく天気がよく、その青空は今も
記憶に残っています。次の東京オリンピックが７年
後に開催されるわけですが、ひとつの時代を自分も
過ごしてきたのだなと思います。世代としてオリン
ピック以前、以降ということで考えますと、オリン
ピックの年に生まれた方が今48歳で、ちょうどその
方たちがひとつの世代の境目になるのかなと感じて
います。これからまだ２／３の会長期間が残ってい
ますが精一杯がんばっていきたいと思います。本日
はたいへんありがとうございました。
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【全国優良石材店の会 被災地復興
「津波記憶石プロジェクト」ビデオ上映】
今日は８月最終例会で私たち石材店の全国組織
である全優石が被災地復興で行っている、津波の記
憶をいつまでも残していこうというプロジェクトを
お話しさせていただきました。現在２６基の石碑を
建ててきたのですが、８月最終例会では実はビデオ
がメインで、話は少しでビデオを観ていただこうと
思っていたのですが、あいにくパソコンの調子がよ
くなくお見せすることができなかったので、本日は

こんにちは。10月9日
に69歳になりました。以
前にもお話ししたことが
あるかもしれませんが、
私が生まれた時は終戦の
約１年前でして、現在も
小柄ですが当時は転がった方が早いくらいお腹が丸
くて、いろいろな先輩のお子さんからしごかれたそ
うです。今ではまったく面影もありません。大塚パ
ストガバナーの結婚記念日が10月9日と、私の誕生
日と同じという奇遇でびっくりしました。年相応以
上に頭のどこかの線が切れてきており悩んでいると
ころです。
ちょっと縁があって今年の夏前から頭をしごこう
と思って、キャパシティが狭くて満杯になった頭の
引き出しに無理やりいろいろなことをしています。
神田パスト会長のところのように庭が広ければ畑仕
事もできるのですが、私の猫の額ほどの庭ではでき
ないのですが、ただひとつ、ご近所からゴーヤの苗
を頂戴しまして、66個のゴーヤが実りました。ゴー
ヤを栽培するのにネットを張る方法があるのですが
私のところは全く違いまして、庭の端から端までワ
イヤーを張って、苗木から横にツルをやっていく方
式です。群生しながらどんどん育つ方式です。皆さ
んももしゴーヤを栽培する機会がありましたら試し
てみてはいかがかなと思います。
人間も孤独よりも群れた方がいいのかなと、今後
自分の余生に関しても、群れる生き方をしていきた
いと思います。今後ともよろしくお願いいたします。

そのやり直しをさせていただけるという、たいへん
貴重な機会をいただきまして、前回上映できなかっ
た津波記憶石のぜひ観ていただこうと思います。こ
のような活動を石材店の全国組織がしているのだな
ということを皆様にも知っていただければと思いま
す。これは目標なのですが、東北500キロの距離に
500基の記憶石を建てたいという思いで１キロごと
に作っています。デザイナーに協力いただいて、「ア
ートの道を作ろう」という発想がもとにあります。
何年かかるかわかりませんが、500基を目指して今
も活動しています。

大塚崇行会員 ビデオ上映 ありがとうございました。
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例会日 毎週木曜日 12：30〜13：30
事務所 〒362-0035 埼玉県上尾市仲町1-8-31 新和エクセルビル303
例会場 東武バンケットホール４F（ポリアス） ＴＥＬ/ＦＡＸ 048-775-7788
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誕生祝いありがとうございます。私は28日に59
歳になります。齋藤重美会員より10歳下です。副幹
事の話をいただいたときに、会長になるのはちょう
ど60歳の年だと思っていたら、よく考えてみたら会
長の任期が終わった後に60歳になるということに気
づきました。やっと１／３くらいの会長年度が終わ
って、どうも会長挨拶がうまくいかなくてフリート
ークでできるところがなかなかないものですから、
こういった機会は好きなことが話せるなぁと感じて

齋藤重美会員
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