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皆さんこんにちは、本日も例会出席いただきありがとうございます。
会長になり4か月たちあっという間に1/3が終わりました。至らない点
が多いと思いますがこれからも宜しくお願いします。本日は来週の土日
に行われる地区大会についてお話があるとのことで上尾西RCから地区
大会実行委員長の星野一雄様、地区大会実行委員の新井登志彰様がいら
してます。皆さんそれぞれ担当の委員の方はよく聞いて頂き来週に備え
て頂ければと思います。
今週一週間は特に上尾ロータリーに関して報告事項はありません。た
だ、私個人のロータリーライフにとって重要な事がありました。先週末
外来中に突然知らない番号から携帯に電話があり、その時は外来中で出
られる状態ではなかったのでそのままにしていたのですが、ショートメ
ールが入っておりました。中川ガバナーエレクトからで地区の財団の委
員をやってほしいとのことでした。仕事関係で以前から付き合いのある
人なので断るわけにもいかず・・・。次年度財団のポリオプラスに出向
します。会長職には影響ないようにしたいと思いますのでよろしくお願
いします。
そこでと言うわけではありませんが今月は財団月間です。先週には世
界ポリオデーが10月24日にありました。上尾クラブもポリオ募金を先
日行いましたが、世界でどのようなことが行われたか話したいと思いま
す。ポリオ撲滅運動をロータリーとともに行っているのがビルゲイツ財
団ですが、ロータリーが毎年5000万ドルを集めるごとに、ゲイツ財団
が2倍の上乗せを行うというものです。この合意により、ポリオ撲滅の
ために１億5000万ドル/年が集まることになります。そして10月24日
にロータリーとゲイツ財団が第5回世界ポリオデー特別イベントをワシ
ントン州シアトルにあるゲイツ財団本部で開催 撲滅活動の進展を報告
しています。野生ポリオウイルスによる今年の症例数は12件（アフガニ
スタンで7件、パキスタンで5件、ナイジェリアは0件）であることを報
告。この数字は2016年と比較して70％の減少とのことです。毎年、22
億服のワクチンが4億3000万人の子どもに投与されています。ロータリ
ーは1985年以来、ポリオ撲滅のために17億ドル以上を投入してきまし
た。今年行われた活動の例として南アフリカのロータリークラブが地元
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の商店にEnd Polio Nowの貯金箱を設置したことや
ブラジルのローターアクト・クラブがロックコンサ
ートを実施してチケットの売上金をポリオ撲滅に寄
付したことなどが紹介されたとのことです。世界ポ
リオデーにちなみ、世界中でロータリアンが2,700
件以上のイベントを開催したとのことでした。ポリ
オ撲滅がもたらす経済的影響について述べ、疾病を
治療するよりも予防する方が格段に経済的であると
説明しました。予防接種を行うことにより、低・中
所得国で200億ドルの節約ができると予測されてい
ます1985年〜2035年までの間に、ポリオ撲滅がも
たらすメリットがその費用を500億ドル近く上回る
とし、この期間で実に800万人の命が救われるだろ
うと述べました。 最終的に必要なのは、すべての子
どもにワクチンを投与することとのことです。ポリ
オが原因のまひがなくなったとしても、環境サンプ
ルからウイルスの痕跡がなくなるまでは、世界がポ
リオフリーであるとは言えないとの見解で一致しま
した。世界がポリオフリーと認定される日は「人類
が走ってきたレースの中でも、最も素晴らしい日と
なるでしょう。ポリオ撲滅は平和を推進し多くの人
の人生にに変化をもたらすことが出来るのです」と
のことでした。我々も募金やペットボトルキャップ
回収事業を積極的にやって行ければと思います。
本日は地区大会についてと55周年についてです。
よろしくお願いします。

委員長報告
親睦活動委員会

春日

孝文委員長

11月30日（木）、夜間例
会の後、小田切新会員の歓
迎会を予定しています。会
場が決まりましたらご連絡
させていただきますので、
よろしくお願いいたします。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
地区大会実行委員長 星野一雄様（上尾西RC）
皆さんこんにちは。上尾
クラブさんはすでに大塚Ｐ
Ｇ年度で地区大会のホス
トクラブとしてのご経験で
おそらく忙しい思いをされ
たのだと思いますが、われ

われは今その“感激”を味わっている最中です。毎日が楽
しくて仕方ありません。やることがたくさんありますが、ぜ
ひ地区大会には親クラブである上尾クラブさんに大きな
お力添えをいただきたくお願い申し上げます。
地区大会実行委員 新井登志彰様（上尾西RC）
地区大会の“生みの苦し
み”を味わっておりまして、
ようやく資料ができました
ので、上尾クラブさんにお
持ちしました。直前にもい
ろいろ変更箇所がありまし
たが、
プログラムが固まりましたので持参しました。地区
大会を成功させたいと思いますので、当日、ぜひ上尾ク
ラブ様のご協力をよろしくお願いいたします。

例 会 主 題

5 5 周 年 記 念 事 業 につ いて
小林 邦彦 55周年実行委員長

ついこの間、創立50周
年記念だったと思っていた
ら、早いもので、
もう55周年
記念ということになりまし
た。
もう来年ということで、
実行委員会として準備を進
めているところです。最初に実行委員会の構成メンバー
を紹介します。副実行委員長に大木パスト会長、記念式
典委員長に宇多村さん、記念事業委員長に斎藤修弘さ
ん、記念誌委員長に長沼さん、財務委員長に樋口さん、
アドバイザーとして創立50周年の島村パスト会長にも
委員会に参加してもらっています。藤村会長、須田幹事、
そして私の９名で、第１回目の実行委員会を６月に開催
し、今まで３回、実行委員会を行っています。
上尾ロータリークラブは昭和38年3月16日に創立し
ました。その日にあわせて、2018年3月16日（金）にここ
東武バンケットで記念式典の挙行を予定しています。式
典点鐘は17時で、式典、祝賀会と進み、閉宴は20時の
予定です。来賓は16時頃からお越しになると思いますの
でもっと早い時間から準備をしなければいけないと思い
ます。皆さんには役割分担をお願いすることになると思
いますので、
よろしくお願いいたします。記念式典にはや
はり会員全員の参加と、ふだんロータリーの活動を支え
てくださっているご家族の皆様にも多くご出席していた
だきたいと思います。ぜひ今のうちからご家族の方に記
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念式典の予定をお伝えしておいてください。そして予算
書が皆様のお手元にあり、会員の皆様には毎年積み立
てをしていただいているのですが、特別会費として、会員
お一人様１万円をご負担いただきます。
またご家族の皆
さんはご招待としたいところですが、会員と同じご負担を
お願いします。
例会前に年度計画書を見たら、昭和38年創立という
と、会員の皆さんの半数近くが昭和30年以降のお生ま
れだと思います。ぜひ来たる3月16日には上尾クラブの
歴史を振り返りつつ、創立60年、70年の未来を目指して
のスタートとなりますので、多くの皆さまのご出席を申し
上げ、
またご協力をお願いしまして、実行委員長からの
報告とさせていただきます。
よろしくお願いいたします。
大木 保司 55周年副実行委員長

斎藤 修弘 55周年記念事業委員長
お手元に配られている予
算書にあるように記念事業
として、会員37名ぶん、上
平公園での植樹を予定し
ています。木の種類は、上
尾グリーンガーデンさんか
ら提案いただいていて、候補としてはハナミズキ、
トウカ
エデ、イチョウ、ヤマモモが挙がっていたのですが、先日
の実行委員会ではサクラなど、花が咲く樹の方が記念っ
ぽくていいのではないかという意見もでて、サクラ、サル
スベリ、キンモクセイといった提案もいただいています。
37本ぶんの植樹と、上尾ＲＣ55周年記念事業がわかる
ようなプレートも設置予定です。
またこの植樹する日は
移動例会と考えていまして、日程としては３月１日を予定
しています。
記念事業としての概要は以上なのですが、
ここからプ
ログラム委員会としてのご連絡です。
この記念事業にか
らめて「55周年にむけて」
ということで歴代のパスト会長
の方（武重パスト会長、大塚信郎パスト会長、吉川パスト
会長、それともうお一方）に、1月11日と、2月8日、
２回の
例会にわたってお言葉をいただけたらと思っています。
皆様、
よろしくお願いいたします。

「副」実行委員長というと
あまり責任はないように思
われますが、すべからく皆
さんのご意見を拾い上げ
ながら、成功につなげたい
と思います。会員登録料に
ついて、はじめ15,000円かなという意見もあったのです
が、なるべくご負担を少なくして広く皆さんに集まってい
ただきたいと思いまして、10,000円にさせていただきま
した。細部は変更等があるかと思いますが、11月24日に
長沼 大策 55周年記念誌委員長
は鴻巣ＲＣさんの創立50周年記念式典があり、そちら
私は創立50周年の年度に入会しましたが、今回は、
などを見ながら参考にしたいと思います。役割分担では
「45周年記念」に倣うと心得ました。予算書にあるように
皆さんにご協力していただかなければならないと思いま
記念誌のお見積りをご提示しましたが、ページを絞れば
すが、ぜひよろしくお願いいたします。
ご予算をコンパクトにもできますので、委員会で詰めて
宇多村 海児 55周年記念式典委員長
いただければと思います。毎回、記念誌には全会員の写
真＆コメントがあります。写真は会員さんおひとりで写っ
45周年記念式典を参考
ているものより、できたらご家族で写っているものの方が
にしながら55周年を華や
望ましいのかなと思います。お写真とコメントは年明け
かなものにしたいと思って
頃からお手配をお願いしたいと思います。
どうぞよろしく
います。着々と準備は進め
お願いいたします。
ています。3月16日当日は
16時から準備も含めて会
場をおさえており、出席予定人数は90〜100名を予想
しております。料飲につきましては外枠までですが東武
さんと詰めていて、
こういった点でもお気づきの点や周
年式典での改善点がありましたら、なんなりとお申しつ
けいただければと思います。
どうぞご指導のほどよろしく
お願いいたします。

スマイル

樋口 雅之 55周年 財務委員長

本日現在の暫定の予算書をお配りいたしました。各部
門の委員長さんに精査していただいて、必要であればま
た予算を組み直していこうと思います。皆様ご協力のほ
どお願いいたします。

地区大会、55周年、がんばりましょう！

星野一雄地区大会実行委員長様

地区大会、いよいよ迫りました。
ご協力のほどお願いします。
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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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地区大会

では来賓の方々をホテルから文化センターへと誘導しました。
米山記念奨学生・鄭さんは、青少年・学友プログラムに参加しWe are the
World♪を熱唱。大塚PGは表彰されました。記念講演は櫻井よしこさんが「日
本の進路と誇りある国づくり」を語りました。大懇親会では樋口副会長が抽選
会の司会を務め大盛況のうちに地区大会の幕がおりました。お疲れ様でした！

