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世界へのプレゼントになろう

10月22日 卓話2014-15年度
　　　　青少年交換留学生
　　　　　　　島村江里香さん
10月29日 会員卓話
　　　　マイナンバー制度に
　　　　　　　　　　ついて

　皆さん、こんにちは。本日も、ご出席ありがとうございます。第
2770地区ガバナー補佐大國博様、ガバナー補佐幹事那須敬明様ようこ
そお出で頂きありがとうございます。本日はよろしくお願いします。
　今週は、10月4日の日曜日に青少年交換留学生の島村江理香さんの帰
国報告会に大宮パイオランドホテルに行ってきました。当クラブから
は、大塚崇行パスト会長と樋口雅之会員が委員として参加していまし
た。島村さんは、報告の最後に流暢な英語でスピーチして成長された
ことを感じました。
　さて、10月5日ノーベル生理学・医学賞を大村智北里大特別栄誉教授
ら3人に贈ると発表されました。また10月6日にはノーベル物理学賞に
東京大学宇宙線研究所の梶田隆章所長ら2人に贈ると発表されました。
読売新聞によれば大村教授は、抗寄生虫薬「イベルメクチン」のもと
になる物資を発見し、途上国の寄生虫病患者に年1、2回投与すること
で、失明を防ぐ薬の開発につなげた業績が評価されたそうです。イベ
ルメクチンは、年間２億人以上に投与されています。大村教授は1970
年代に伊豆の川奈ゴルフコースのコース外の土壌から発見した土壌細
菌が作る坑生物質がもとになっています。この坑生物質を改良した薬
が微量で寄生虫を駆除することがわかり、81年に動物治療薬として実
用化されました。後に、人間の寄生虫にも効くことがわかりWHO(世
界保健機関)に協力して、アフリカで広く普及しました。特に体に入っ
た寄生虫が原因となる熱帯病「オンコセルカ症（河川盲目症）」の特
効薬となりました。これにより、年間４万例の失明を防いでいるそう
です。日本でも「ストロメクトール」の商品名で皮膚病の疥癬の治療
薬として使われています。オンコセルカ症はブユの吸血でミクロフィ
ラリアと呼ばれる線虫が体内に侵入して、失明や角膜炎などを起こし
失明につながります。また、下半身が腫れ上がるリンパ系フィラリア
症に効果があります。
　自然界にいる微生物から有用な物質を取り出す天然物化学は、日本
の得意分野であり、みそや納豆などの生産を通じて研究者が育成され
てきたということです。近年自然界から新規物質を見つけるのは難し
いとの見方もあり、製薬手法は化学合成に移っているようです。
　皆さん、次の話題はポリオが完全に撲滅されたということです。ポ
リオ撲滅は、あと少しです。皆さんのご協力をお願いします。
以上をもちまして、会長挨拶とさせて頂きます。

会長あいさつ 関口　和夫会長
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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　　３7　　　出席数　　22
欠席　　欠席数　　15　　　（％）　 59.46
前々回確定　　　　　　　　　欠席数 　  2
修正（％）　 　    94.59 　     （Ｍ・Ｕ）      8

出席率

クラブ協議会　お疲れ様でした。
次週、ガバナー公式訪問
　　　　　　　　よろしくお願いいたします！

スマイルスマイル

関口会長／久保田副会長／藤村幹事／樋口副幹事／武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／
小林会員／富永会員／井上会員／村岡会員／尾花会員／大木会員／大塚崇行会員／
齋藤博重会員／齋藤哲雄会員／宇多村会員／斎藤修弘会員／北村会員／坂本会員

大國ガバナー補佐　　　来週のガバナー訪問、よろしくお願いいたします。
那須ガバナー補佐幹事　本日は、よろしくお願いいたします。
吉川公夫会員　　　　４７回目の結婚祝、ありがとうございました。
長沼大策会員　　　　MyRotaryの登録をお願いいたします。

ロータリー財団委員会　齋藤博重委員長
　会員１人あたり年次貴
金２００ドル＋ポリオプラス
５０ドルで計算しなければ
ならないのですが、現在４
名様から1,000ドルを頂い
ておりまして、さらには５名
からご寄付をいただけるとお約束をいただいております
ので、あともう少しで目標を達成できるかなと思っていま
す。
　またご案内があったようにペットボトルキャップ回収
の浄財はポリオプラスの方に充てさせていただくと、な
んとか今年度の寄付の予定は達成できるものと思いま
す。皆さんのご協力をお願いしたいと思います。

米山記念奨学委員会　富永　建委員長
　ガバナー公式訪問まで
には目標を達成しようと、
年度当初からお願いしまし
たところ、先月末で達成し
ました。ありがとうございま
した。幅広い会員の皆さん
からご寄付をいただくのがいいのでしょうが、事情があ
るでしょうから、また来年以降にご寄付をお願いできれ
ばと思います。ありがとうございました。

親睦活動委員会　宇多村海児委員長
　結婚・誕生祝のほか５つ
の事業を計画していました
が、納涼例会は行わずに、
クリスマス例会・新年例会・
最終例会の計画をしていま
す。唯一例年と違うのが、
親睦旅行についてですが、ソウルに於ける国際大会へ
の参加をあてさせていただこうと企画立案中です。諸先
輩方のご意見を幅広く承りながら快適な親睦旅行を兼
ねられるよう鋭意努力していきます。よろしくお願いいた
します。

青少年奉仕委員会　（関口和夫会長）
　青少年交換留学生については昨年度留学派遣して
いたので今年度の受け入れはありません。RYLA研修
には参加できるよう努めたいと思います。地域のスポー
ツ少年団等の交流では、先日ソフトボール大会で上尾
ロータリークラブ杯ということで親善試合を提供、後援
してきました。地区には２名の委員が出向している状況
にあります。
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ビジターゲストあいさつ

◆先日、大宮ＲＣの創立60
周年記念チャリティーゴル
フコンペがありました。ご参
加いただいた会員の方、あ
りがとうございます。お礼の
手紙が来ております。
◆上尾警察署から、平成27年度 上尾・桶川・伊奈 暴力
排除地域安全大会開催についての案内が来ています。
今年は10月31日（土）午後１時30分から上尾市文化セ
ンター・大ホールで行われ、当クラブから５人参加して
ほしいということで、参加を募りたいと思います。よろしく
お願いいたします。
◆地区から入会速報が来ています。当クラブはまだ０人
ですが、第５Ｇでは桶川、上尾西、上尾北、鴻巣水曜各
クラブでは入会者がいます。上尾も来週１名入会が決ま
りましたので、ガバナー公式訪問時、よろしくお願いいた
します。
◆ただいま関口会長からお話しがあったように、ペット
ボトルキャップ回収について、回収ＢＯＸが来ました。ス
テッカーを貼って上尾市内の施設に配置したいと思い
ます。また皆さんの企業で回収ＢＯＸを置いてくださる
方がいたら、１つ5,500円（税別）買取で配置していただ
ければと思っています。どうぞご協力のほどよろしくお願
いいたします。

地区 第5G　ガバナー補佐　　大國　博様
　本日はガバナー公式訪
問１週間前ということで、訪
問させていただきました。
上尾クラブはパストガバナ
ー、パストガバナー補佐が、
諸先輩がいらっしゃいます
が、若い会員むけということで説明をさせていただきた
いと思います。
　ガバナーは国際ロータリーの一般的な指揮監督のも
とに職務を行っており、その地区に於ける国際ロータリ
ーの役員です。責務の中にガバナーの公式訪問があり、
ガバナー自身が地区内の各ＲＣを次のような目的をも
って訪問するものであります。
１、ロータリーの重要な問題に焦点をあて関心をもたせ
る。
２、問題を抱えたクラブに特別な関心を払う。
３、奉仕活動参加へのロータリアンの意欲をかきたてる。
４、クラブの定款と規則がロータリーの組織規定を遵守
しているかを確認する。
５、顕著な貢献をした地区内のロータリアンをガバナー
自ら表彰する。
そして公式訪問の際にガバナーの方針を卓話として披
露し、また貴クラブの今年度の目標への進展状況を確
認することです。
　従ってガバナーは会長・幹事・会長エレクトとの懇談
会で、３人がクラブの現況をどれだけ把握しているかの
確認をしています。
また例会の卓話ではガバナーの自己紹介、ＲＩ・地区方
針について披露します。その後、クラブ協議会となります
が、クラブ協議会の進め方は、貴クラブの提出されたス
ケジュールに沿って進めてよろしいと思います。そこに於
ける各委員長の意見披露は年度計画書に記載されてい
る方針および計画実施方法を読み上げるのではなく、
現在まで実行したこと、これから実行を予定しているこ
と、ガバナーに指導いただきたい問題点などを簡略にし
て持ち時間で終わらせるようにあらかじめ考えておいて
いただきたいと思います。
　会場ではパソコンおよびプロジェクターはガバナーも
持参しますが、クラブでご用意できればお願いいたしま
す。またスクリーンのご用意をお願いします。
協議会が終わってから会長にお願いすることは、公式訪
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クラブ協議会Ⅰ

問１週間後までにガバナー訪問報告書（２００字＋写
真）をガバナー補佐を通じて提出していただきたいと思
います。それがガバナー月信に掲載されます。なお今年
度からガバナー月信の写真はインターネットプリンティ
ング手法を採用していますので、ネットで写真をお送り
いただければと思います。以上が公式訪問前の卓話と
なります。よろしくお願いいたします。

クラブ管理運営委員会　樋口雅之委員長
　クラブ奉仕、出席、親睦
活動、プログラム、ホビー委
員会を統括させていただい
ています。クラブの効率的
な運営に関する活動、クラ
ブ活性化につながるような
活動を展開しています。ＲＬＩへの積極的な参加を図る
、では先月私がＲＬＩ partⅠに参加してきました。11月
のpartⅡも申込をしています。
　プログラム委員会では、毎週の例会がより楽しいロー
タリーライフになるよう企画をたてています。
　ホビー委員会ではゴルフ関係と、甲子園を目指しての
野球部会の活動を進めています。

会員増強維持委員会　大塚信郎委員長
　今年の方針は、クラブ会
員が「仲間を増やす」という
自覚をいかにもつかという
ことで、できるだけ月２回の
委員会を開催し、そこに順
番にクラブ会員に参加して
もらって、増強の方法をみんなで検討していっています。
会長の目標人数に達成できるようやっていきます。

会員選考委員会　村岡武仁副委員長
　推薦に挙がった人を、入
会にふさわしい方かどうか
を選考させていただく委員
会ですので、会員増強維持
委員会と連携してやってい
きたいと思います。

ロータリ-情報委員会　齋藤博重委員
　昨年１回、みんなで集まって情報委員会を開催してお
り、今年も島村委員長が若手を中心にロータリーの内
容を伝えていくようなことを考えていますが、まだ日程が
決まっておらずご期待をいただければと思います。

クラブ広報委員会　長沼大策委員長
　週報の刊行、上尾商工会議所「あぴお」への投稿、地
区ホームページへの情報提供は円滑に行っております。
クラブ事業・活動を各種メディアに提供することについ
ては、今年度、会長・幹事が進めているペットボトルキャ
ップ回収ＢＯＸ設置のシーンを記録しましたら、例えば
記者クラブに投げ込んでみるなど、してみたいと思いま
す。オンラインツールは継続して更新しています。会員の
皆様へのMy Rotaryへの登録は、現在１０数名で達成
率は約３０％なので、登録と活用を推進していきたいと
思います。

奉仕プロジェクト委員会　久保田　勲委員長
　職業奉仕、社会奉仕、国
際奉仕　３委員会を統括
しています。
　職業奉仕委員会としては
例年の活動のほか、サイボ
クハムへの企業訪問を予
定しています。
　社会奉仕委員会としては毎年行っている献血運動へ
の支援、障がい者作品展示即売会への協力があり、そ
のほかではペットボトルキャップの回収と、血液センタ
ーへの訪問が予定されています。災害等への支援、また
骨髄・アイバンクへの協力も行いたいと思います。
　国際奉仕プロジェクトは申請していませんが、アフリ
カ・ナイジェリア保育器支援の完結を目指したいと思い
ます。今年度の国際大会は韓国・ソウルでの開催ですの
で多くの会員の参加促進をしたいと思います。また姉妹
・友好クラブを模索していきたいと思います。

出席委員会　大塚崇行委員長
　今年度、ガバナー公式訪
問で１００％例会を目指し
ていたのですが、なかなか
難しいのかなぁと思いなが
ら、会員に声をかけていま
す。ガバナー公式訪問後も
クラブの活性化のために顔をあわせることが大事だと
思いますので引き続きお声掛けをしていこうと思います。


