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 12月 5日  クラブフォーラム①
　　　　　ガバナー公式訪問準備
　　　　　第５G ガバナー補佐
　　　　　星野一雄様
 12月12日 ガバナー公式訪問
　　　　　第2770地区ガバナー
　　　　　渡邊和良様
 12月21日 女子バレーボール
　　　　　試合観戦・応援
　　　　　上尾メディックス vs
　　　　　大野石油広島オイラーズ
　　　　　会場：上尾市民体育館
　　　　　（例会場・時間変更）
 12月26日 年次総会
　　　　　次年度役員発表
　　　　　クリスマス例会
　　　　　　　　  （時間変更）
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発　行　　２０１3年 11月 28日

　皆さん、こんばんは。会長挨拶をさせて頂きます。
　先週は、第2770地区ロータリー財団部門資金推進委員会委員長名古
谷誠様に卓話をして頂きました。ロータリー財団のエンドポリオへの
役割りについて、説明がありました。あと少しで、ポリオを撲滅でき
るところまできています。
　厚生労働省検疫所のホームページによりますとポリオ（急性灰白髄
炎）は、ポリオウイルスによって、急性の麻痺が起こる病気です。ポ
リオは、ポリオウイルスが人の口に入って、腸の中で増えることによ
って感染します。増えたポリオウイルスは、再び便の中に排せつされ、
この便を介してさらに他の人に感染します。成人が感染することもあ
りますが、乳幼児がかかることが多い病気です。感染しても90％から
95％の人は症状が現れずに、知らない間に免疫ができます。しかし、
感染してから3日から35日後に、発熱、頭痛、のどの痛み、吐き気、嘔
吐などの風邪に似た症状があらわれることがあります。さらに、腸管
に入ったウイルスが脊髄の一部に入り込み、主に手や足に弛緩性麻痺
（だらんとした麻痺）が現れ、その麻痺が一生残ってしまうことや、
呼吸困難で死亡することがあります。麻痺の進行を止めるための治療
や、麻痺を回復させるための治療が試みられてきましたが、現在特効
薬などの確実な治療法はありません。麻痺に対しては、残された機能
を最大限に活用するためのリハビリテーションが行われているようで
す。日本の定期の予防接種では、平成24年8月までは経口生ワクチンが
使用されていましたが、平成24年9月以降は注射の不活性化ポリオワク
チンが使用されています。ポリオ撲滅は進んでいます。しかし、最近
WHOは、シリアでポリオの感染が確認がされたと発表しました。22
人の子どもがポリオの症状があり、10人からは感染が確認されました。
シリアでポリオの発症が確認.されたのは、1999年が最後だそうです。
症状があらわれたほとんどが、乳児から2歳未満の予防接種を受けてい
ない子どもでした。WHOは、今後中東地域での感染が拡大する恐れが
あると警告しています。「ポリオはウイルスによる感染症であるため、
難民の移動の様な人口移動によって簡単に周辺国に感染が拡大してし
まう恐れが強い。」と言うことです。ポリオ発生を受け、ユニセフは、
今後数週間で5歳未満の子ども160万人に経口ポリオワクチンを接種し
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例会日　毎週木曜日　12：30～13：30
例会場　東武バンケットホール４F（ポリアス）
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出席　　会員数　　３５　　　出席数　　24
欠席　　欠席数　　11　　　（％）　　68.57
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　　0
修正（％）　 　100.00 　　　  （Ｍ・Ｕ）       0

誕生祝い　細野宏道会員
　誕生祝いをいただきました。私は11月14日、県民
の日に生まれておりまして、埼玉県民の皆様が、私の
ために仕事を休んで祝ってくださっているかのようで
す。諸先輩を見ていますと60歳間近になるとますます
元気になっているようだと実感しておりますので、私
も元気にこれからいろいろなことをやりたいなと思っ
ております。ありがとうございました。

結婚祝い　岡野晴光会員
　結婚して51年になります。結婚した頃の日本は高度
成長が始まった頃で、本当にたいへんな時代だったと
思います。結婚して間もなく、上尾で国体が開かれた
ことを覚えています。そのことを話そうかと思ったの
ですが、私が親しくしている藤村秀さんがお亡くなり
になられたということで、辛い思いをしております。
だいぶロータリーでも古くなりまして、私より古い方
は武重先生だけということになります。今後ともロー
タリーライフを楽しませていただこうと思いますので
よろしくお願いいたします。ありがとうございました。

結婚祝い　古賀　昇会員
　結婚19年目になります。結婚したのは、私が会社勤
めをしてすぐのときですが、いろいろありながらもか
みさんとは仲良くさせていただいています。11月22
日、「いい夫婦」の日に結婚しまして、結婚記念日に
どこかへ連れていけとよく言われるのですが、ちょう
ど紅葉のシーズンで、私の仕事は旅行会社なものです
からなかなか連れていけなくて、あまりいい日付での
結婚ではなかったなぁと思っています。結婚20年目を
 

迎えられるように頑張りたいと思います。ありがとう
ございました。

結婚祝い　須田悦正会員
　結婚15年目を迎えることができました。結婚75年
を目指してがんばりたいと思います。今後ともロータ
リー活動を楽しんでいきたいと思います。ありがとう
ございました。

四女さんがご結婚されま
した。

ロータリー財団
米山感謝状を頂きました。

例会主題
　世界最大、6万人が参加している「END POLIO」
のCMに当クラブ全員の写真を載せるため撮影を行い
ました。閲覧した人の意識が高まり、ポリオ撲滅への
寄付が増えていただけたら幸いです。

スマイルスマイル 50,０００円

お祝い
神田博一会員

感謝状
島村　健会員
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幹　事　報　告

　皆さんこんばんは。本
日の例会の中で結婚・誕
生祝いが行われます。今
月は大勢の方のお祝いが
あります。おめでとうご
ざいます。
◆神田会員の四女がご結婚とのことです。後ほど会
長からお祝いをさせていただきます。おめでとうご
ざいます。
◆11月14日に行われた理事会の報告からさせてい
ただきます。12月の行事予定はプログラム委員会委
員長から提出いただき承認をいただきました。ガバ
ナー公式訪問については、わたくし幹事から提出し
承認をいただきました。会場は毎回３会場を使って
いましたが、12月12日は先約がありポリアスとイ
ーリスの２会場を使うことになります。
◆親睦活動委員会から親睦旅行の件で事業報告をい
ただきました。金額の一部を訂正させていただきま
した。
◆12月26日のクリスマス例会につきましても、内
容的な面で承認をいただきました。
◆本日、S.A.A.の席の前に募金箱がございます。地
区よりフィリピン台風30号の被害の緊急支援をいた
だきたいと通達が参りました。理事会にかけさせて
いただきまして、ロータリー財団の寄付金から20万
円を捻出、そして本日と次週の２度の例会で、会員
の皆様に支援金を募ることとなりました。ご了承い
ただきご協力のほどお願い申し上げます。
◆NPO法人子育て支援あげおという団体が、28日
の例会前に「うまれる」という映画のPRをしたい
ということで、書類をいただきました。
◆１月の行事予定をプログラム委員会からいただき

齋藤哲雄幹事

委員長報告
プログラム委員会　　樋口雅之委員長

　親ただいま齋藤幹事か
らもご報告いただきした
が、12月21日（土）は
女子バレーボール・Vチ
ャレンジリーグ「上尾メ
ディックス vs 大野石油
広島オイラーズ」観戦・応援の移動例会にさせてい
ただきます。19日の例会の日程変更です。14:30に
上尾市民体育館　正面玄関前に集合してチケットを
お配りいたします。試合時間は90分～120分程度で

ます。また、近隣諸国に難民キャンプなどで予防接
種キャンペーンを開始します。この様に、エンドポ
リオのキャンペーンは続けいくことが必要です。今
日は、この後「THIS CLOSE」のコマーシャルの
写真を皆さんで撮りたいと思います。本日も、よろ
しくお願いします。

ました。
◆ポリオ撲滅運動の一環として、ペットボトルのキ
ャップを集めるということで、入口前にロータリー
マークが入ったビニール袋を設置しました。収集の
ご協力をお願いします。
◆地区よりライラ研修について案内をいただきまし
た。平成26年4月の３日間、熊本県阿蘇市で研修を
行います。希望者は幹事までご連絡をお願いします。
◆11月28日午後２時から第24回上尾市障がい者作
品展示即売会の実行委員会が、上尾市青少年センタ
ーで行われます。担当委員会であります横山委員長
の出席予定です。
◆本日、皆様方の資料の中に12月21日（土）の移
動例会のご案内を添付させていただきました。内容
は上尾メディックス公式試合観戦・応援で、チケッ
トの手配がございますので出欠確認を連絡いただき、
ぜひ皆さんの出席・観戦・応援をよろしくお願いい
たします。
◆１月５日（日）は上尾市の新春懇談会の案内がき
ており、会長と幹事で参加してきます。
◆2014年新春賀詞交歓会が１月７日に開催されま
す。とりまとめはわたくし幹事が行いますので皆様
方のご出席をお願いいたします。
◆訃報のご案内です。藤村作会員のお父様が20日に
永眠されました。通夜・告別式について記載の日程
に行いますので、皆様方のご参列をお願いいたしま
す。
以上です。本日もよろしくお願いいたします。

AGEO ROTARY CLUB
す。ご家族の観戦も可能です。なおこちらは当日の
第2試合で、第１試合のゲーム内容次第では、時間
が前後する場合もございますが、それにはかかわら
ず14:30集合でお願いいたします。

った形でぜひ配偶者を亡くされた方にも、そういっ
た形で結婚の時期にお花を贈っていただければと思
っておりますので、よろしくお願いいたします。ど
うもありがとうございました。

結婚・誕生祝い

結婚祝い・誕生祝い　尾花正明会員
　結婚・誕生祝いということできれいなお花と素晴
らしい記念品をいただきありがとうございます。結
婚して32年目に入りました。生まれてからは63年
目に入ったわけです。今まで家内と32年連れ添って
いますが、いちばんはじめはあまり家で一緒にいな
いことが長く続く秘訣かな、と思っていました。そ
の次はいろいろなことを話しをするのが秘訣かな、
と思った時代がありました。いまは共通の目的を持
って一生懸命に生活するのがいいのかなと思ってお
ります。共通の目的は何かというと、小さな仔犬を
飼っていて、仔犬の散歩をしながら、健康に留意し
ながら一日一日を過ごしている、といった状況です。
　それから結婚祝いで素晴らしいお花をいただきま
した。心から御礼を申し上げる次第ですが、ひとつ
親睦委員の皆さんにお願いしたいのが、かつて上尾
RCでは配偶者を先に亡くされた方にご仏前として
お花を差し上げた時代がございます。公平に、とい

誕生祝い　武重秀雄会員
　今日は誕生祝いをいただきありがとうございまし
た。私が生まれましたのは昭和7年11月1日です。
その頃、ちょうど満州事変があり、だんだん戦争色
が濃くなってきた時代です。尋常高等小学校に昭和
14年4月に入学して、思い出に残っているのは昭和
15年に皇紀二千六百年という祝賀会がありまして、
提灯行列などをした覚えがございます。本日この席
にいらっしゃる方の中では井上さん、岡野さん、名
取さん、あたりの時代でしょうか。懐かしく思い出
します。これからも皆さんと仲良くロータリー生活
を楽しんでいきたいと思いますのでよろしくお願い
いたします。本日はありがとうございました。

誕生祝い　長沼大策会員
　本日は誕生祝いをいただきありがとうございます。
46歳になりました。現在は上尾駅周辺で食べ飲み歩
きをする「街バル」というイベントを企画して活動
を行っています。将来私は皆様とずっと上尾の街で
乾杯を繰り返したいと思いますので、皆さまもこの
イベントの折にはご参加いただきたくお願い申し上
げます。どうもありがとうございました。

結婚祝い・誕生祝い　名取　勝会員
　今月は誕生と結婚とが２つが重なっています。私は
1940年生まれ。皇紀二千六百年という年で、その５
年後に戦争の時代が終わったわけです。私も今年で73
歳になりました。このクラブに入ったのは13年前で、
当時考えていたのは60歳で定年退職、バトンタッチと
いうことで、そのあと何をしようかと考えて、入会し
たわけですが、13年間を振り返って私なりに楽しく過
ごせたと思っております。これからも楽しい会合を積
んでいければなと考えています。今日はどうもありが
とうございました。
 

親睦活動委員会　古賀　昇委員長
　本日は夜間例会なので、
この後、懇親会を
Contemporary1684で
開催しますので、皆様方
のご参加をお願いいたし
ます。


