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9月 3日 国際大会報告:
大塚信郎パスト会長
米山奨学生卓話:
周 彬 君
9月10日 会員卓話：横山泰史会員
日韓親善会議報告
9月17日 クラブフォーラム
（会員維持増強）討論会
9月24日 会員卓話：斎藤修弘会員

関口 和夫会長

皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。本日
は、献血に皆さんご協力をいただき、暑い中大変お疲れ様です。セミ
ナーも、7月25日の青少年奉仕部門セミナー、7月26日の広報部門セミ
ナー、8月1日の奉仕部門セミナーと開催されました。ご出席されまし
た、会員の皆様はお疲れのことと思います。皆様には、セミナー報告
をお願いします。
さて、8月は「会員増強及び拡大月間」です。会員の皆様も、この方
はと言うご推薦をお願いします。
7月25日にRIより「ナイジェリアで野生型ポリオウイルスの発生期
間が1年を経過」のメールが届きました。ナイジェリアでこれほど長く
無発生期間が続いたことはなく、今回の達成は「ポリオのないアフリ
カ」実現に向けた大きな一歩です。今後の予定では、WHOがナイジェ
リアでの状況を厳正に審査します。審査を通過すれば今年の9月に、ナ
イジェリアはポリオ常在国のリストから除外されます。END POLIO
NOWのホームページによれば、世界に残るポリオ野生型ウィルス常在
国は、ナイジェリア、パキスタン、アフガニスタンの3カ国でした。そ
の1国であるナイジェリアでポリオ発症が1年間なかったことは、世界
の「ポリオフリー」の実現に近づきます。そして、8月11日には、アフ
リカ大陸で最後のポリオ感染（ソマリア）が確認されてから1年が経ち
ます。アフリカは、政情不安や僻地での予防接種の困難などを乗り越
えて、ここまでたどり着きました。こうした達成の裏には、ロータリ
アンによる懸命な努力がありました。アフリカでのポリオ撲滅活動に
ロータリーが寄付した金額は、6億8,850万ドル（約854億円）。ナイ
ジェリアへの寄付は2億ドル（約248億円）でした。アフリカ大陸が「
ポリオフリー」と認定されるには、ナイジェリアを含む全アフリカ諸
国で、さらに2年間、ポリオ発症ゼロを維持する必要があります。
引き続き、奥地を含むナイジェリア全土で予防接種を行っていかなけ
ればならず、徹底した予防接種キャンペーンとサーベイランス（監視
活動）がカギとなります。ロータリアン、パートナー団体、各国政府
からの支援が、今まで以上に必要とされています。この様に、述べら
れています。
皆さんも、行動して下さい。「ナイジェリア ポリオのない1年」を、

AGEO ROTARY CLUB

家庭や職場や友人に是非、話してみて下さい。そし
て、8月11日に「アフリカで新規のポリオ感染が報
告されていないこと」が確認できたら、ツイッター
やフェイスブックに記事や画像を載せて下さい。
END POLIO NOWへの寄付や、ペットボトルキャ
ップの回収活動への参加をお願いしてみて下さい。
詳しくはendpolio.orgを、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。
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米山記念奨学会功労者表彰

告
第23回メジャードナー 大塚信郎会員

作幹事

皆さん献血、
ご苦労さまで
す。暑い中、倒れないように
してください。
もしも倒れた
ら藤村病院へ。すぐに点滴
をします。
◆８月のロータリーレート
は１ドル＝１２４円です。
◆上尾メディックスから国際親善試合観戦について案
内が届いています。メディックスは中国福建省女子排球
チーム、アメリカナショナルチームと合同トレーニングを
行い親善試合を行うそうです。
◆インターアクト年次大会が8月16日に開催され、上尾
高校インターアクトクラブ、関口会長、私藤村が参加する
ことになっています。
◆地区からの連絡で、
『ロータリーの友』の表紙の写真
を募集しているそうです。写真などに興味がある方は応
募していただければと思います。
◆50周年記念事業として行ったナイジェリアへの支援
についてですが、地区から、
このままだとグローバル補
助金の新規申請ができなくなると通達がきています。た
だし上尾クラブとしてはやることはやっていて、向こうか
らの返答がなくて話が止まっているので、島村パスト会
長と相談させていただければと思います。

第16回メジャードナー 富永 建会員

第7回マルチプル 岡野晴光会員

結 婚・誕 生 祝 い
※7月7日 お誕生日 おめでとうございます！
大塚信郎会員

第10回メジャードナー 島村 健会員

米山記念奨学会へのご協力ありがとうござ
います。表彰おめでとうございます！
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す。
このあたりは地区の増進委員会・島村健会員に卓話
をしていただければなぁと思います。
それから増強委員会の報告ですが、7月29日（水９に
増強委員会を開催いたしました。門崎さんと坂本さんに
も特別出席していただきました。そして8月11日に齋藤
直前会長と久保田副会長に出席していただいて8月の
委員会を開催する予定ですので、門崎さんと坂本さん
は引き続き出席でお願いいたします。

ロータリー米山記念奨学金授与
米山記念奨学生 周 彬（しゅう びん）君

例会主題

セミナ ー 報 告

クラブ広報委員会 長沼大策委員長

委員長報告
米山記念奨学委員会 富永 建委員長
米山の寄付は上尾クラ
ブ１人あたり25,000円と
なっていますが普通寄付
の5,000円の分の入金を
いただき米山に37名
185,000円を送金させて
いただきました。特別寄付20,000円は皆様方からいた
だけたらなぁと思っています。本日は細野パスト会長か
ら10万円の寄付を頂きました。上尾クラブとして90万
円ほどの寄付を10/15の公式訪問までに達成したいと
思います。
ご協力のほどお願い申し上げます。
直前会長を慰労する会 世話人 島村 健パスト会長
すでにご案内のとおり
「齋藤博重直前会長を慰
労する会」を、本日18:30
から恵比寿亭さんで開催さ
せていただきます。
よろしく
お願いいたします。
会員増強維持委員会 大塚信郎委員長
先程は7/7の誕生祝い、
ありがとうございます。
さて私は地区で米山部門
の担当諮問をやらせてい
ただいています。いま上尾
クラブでは富永委員長が１
人25,000円の達成は確証したのですが、個人の寄付
率がわが地区では低いので、たとえば１人5,000円ず
つでも寄付していただければ個人寄付率が高くなりま

献血運動

７月２６日（日）大宮ソニ
ックシティ４階 市民ホー
ルで広報部門セミナーが
行われ、関口会長と私が出
席、地区研修リーダーとし
て大塚パストガバナーがい
らっしゃいました。
広報活動＝ロータリーのブランディングの近道として、
会員一人一人がバッチをつけることと仰っていました。
地区内、広報展開としては
●７月１日 埼玉新聞への井原ガバナー対談記事が掲
載されたことを筆頭に、地元３大メディアである ＦＭ
ＮＡＣK５と、テレビ埼玉へ井原ガバナー出演が予定さ
れているそうです。
●昨年度作成したゆるキャラをイベントなどに貸し出し
ていきたいそうです。ゆるキャラの貸出料はクリーニン
グ代５０００円のみです。
●YouTubeやFacebookなどオンラインツールも活用
されていくそうです。YouTubeではAKB48「恋するフォ
ーチュンクッキー 国際ロータリ第2770地区バージ
ョン」が公開されています。
●１０月２５日（日）には、浦和駅東口パルコ前で、
「ロー
タリーフェスタ」
という一般の方にロータリーを知っても
らうイベントを開催予定で、ステージでダンスを踊った
り、
ブースで飲食や物販を行い、財団、米山、社会奉仕活
動などＰＲを行うそうです。地区会員どなたでも参加可。
そして会員増強を主な目的とした広報活動の方法に
ついてグループディスカッションをテーブルごとに行い
ました。
ディスカッション後、指名されたテーブルが活動内容
を発表し、大塚パストガバナーが講評を述べられました。
大塚パストガバナーの提案は「ロータリカード」を使う
こと、でした。

8月6日、上尾駅東口で献血の呼びかけを行いました。猛暑だったにもかかわらず、大勢の方が
献血をしてくださいました。会員の皆様、活動お疲れ様でした。ありがとうございました。

直前会長を慰労する会 ２０１5 .8. 6

於：恵比寿亭

まるで例会のように大勢の会員の方に
お集りいただき慰労する会が行われま
した。齋藤博重直前会長、一年間お疲
れ様でした。

第２603回 早朝例会
２０１5. 8. 20
於：上平公園

朝6:30からラジオ体操を行い
爽やかな汗を流しました。

スマイル
齋藤哲雄会員 8月9日、長男の結婚式並びに披露宴を行います。セミナー報告ありがとうございます。
村岡会員 被爆70年 いろいろなことが想い出されます。
島村会員 齋藤博重直前会長を慰労する会、
よろしくお願いいたします。
富永会員 暑中御見舞申し上げます。
関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／岡野会員／大塚信郎会員／小林会員／
齋藤重美会員／井上会員／尾花会員／神田会員／大木会員／細野会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／野瀬会員／宇多村会員／長沼会員／斎藤修弘会員／北村会員／門崎会員／坂本会員
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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）
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