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皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第13回例会に多数の
皆さまにお越しいただきまして、誠にありがとうございます。
本日は、ガバナー公式訪問例会ということで、国際ロータリー第
2770地区 201819年度 ガバナー中川高志様、第５Ｇガバナー補佐
山口光男様、地区副幹事 関口茂様、ようこそいらっしゃいました。
この例会前に、中川ガバナーと山口ガバナー補佐には早い時間からお
越しいただき、会長・幹事との懇談会を開催しました。その中で、中
川ガバナーからは、本年度の上尾クラブの活動について、貴重なご指
導やアドバイスをいただきました。会長として、それらを今後の活動
に十分活かし、クラブ活性化につなげていけるよう、努めていきたい
と思います。中川ガバナー、山口ガバナー補佐、ありがとうございま
した。また、会員の皆さま、本日は例会後にクラブ協議会が開催され
ますので、長時間となりますがよろしくお願いいたします。
新会員の坂佳三さん、上尾ロータリークラブへようこそ！是非、一
緒にロータリーライフを楽しみましょう！この後、入会式にて、中川
ガバナーよりバッヂ授与をいただきたいと思います。また、坂さんの
入会に際し、多大なるご協力をいただいた、推薦者の須田副会長、斎
藤副幹事、坂本委員長、大塚崇行会員増強維持委員長、そして細野会
員選考委員長には心より感謝を申し上げます。米山記念奨学生 鄭維
嘉さん、ようこそ！後ほど、ご挨拶をお願いいたします。
まずは先週の台風24号で被害を受けられた地域の皆さまには、心よ
り御見舞を申し上げます。本年度が始まって３カ月が経過したところ
ですが、自然災害に対しての御見舞を申し上げる回数が非常に多く、
驚いているところです。これ以上、大きな災害が起きぬよう、祈るば
かりです。
さて12月の台湾への親睦旅行についてですが、本日現在、ご家族含
めて18名の参加申込みをいただいております。台湾を訪れて3470地区
の台南東北ＲＣさんと「友好クラブ締結式」を執り行う予定です。台
湾の皆さんが来日されたときよりも多くの人数で台南へ訪問できるの
はとても喜ばしいことだと思います。まだ手配は間に合いますので、
未回答の方も是非前向きにご検討いただきたいと思います。
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さて、皆さんは「世界ポリオデー」をご存知でし
ょうか？毎年10月24日は、ポリオワクチンを発明
したジョナス・ソーク博士の誕生日であり、ポリオ
根絶に取り組むロータリークラブをはじめとする様
々な団体のポリオ根絶への貢献を周知し、ポリオフ
リーな世界の実現に向け、さらなる支援を呼びかけ
る「世界ポリオデー」です。ポリオウイルスは人か
ら人へ感染し、最も多いのは汚染水を通じた感染で
す。神経系を侵すこともあり、これによって身体の
まひを引き起こす可能性があります。治療法はあり
ませんが、安全なワクチンで予防が可能です。
1988年以来、ロータリーは世界保健機関（WHO）、
米国疾病対策センター（CDC）、ユニセフと手を
組んで、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）に取り
組み、これまで世界中25億人以上の子どもにワクチ
ンを投与する活動を行ってきました。その結果、当
時約35万人もいたポリオ発症例を９９．９％も減少
することに成功し、現在、ポリオ常在国はパキスタ
ンとアフガニスタン、ナイジェリアの３カ国のみと
なりました。ポリオは、天然痘に次いで、人類史上
２番目に根絶可能な病気といわれています。世界か
らポリオを撲滅しない限り、今後10年以内に、世界
での年間発症数は20万件に上ると予想されています。
ポリオの常在国はわずか３カ国ですが、ポリオの発
症がどこかで起きている限り、感染の危険は世界中
の子どもに及ぶことになります。今年は世界ポリオ
撲滅推進活動（ＧＰＥＩ）の30周年となります。こ
れにちなみ、今年の「世界ポリオデー」ライブ配信
イベントは、1988年にＧＰＥＩの設立が発表され
たロータリー国際大会の開催地、フィラデルフィア
で開催されます。ポリオ撲滅に向けた進展を専門家
や著名ゲストとともに確認し、「ポリオのない世界」
実現への決意を新たにします。
当クラブでは、世界ポリオデーにちなんだ事業と
して、10月13日(土)藤村病院さんの「健康フェア」
にテント出展し、ポリオ撲滅チャリティ募金活動等
を実施することで、一般市民に「カウントダウンポ
リオ」を広めたいと思いますので、皆さまのご参加
をお願いいたします。
本日の例会主題は、中川高志ガバナーより卓話を
頂戴いたします。本年度バリー・ラシンＲＩ会長の
テーマ「Be The Inspiration 〜インスピレーシ
ョンになろう〜」および本年度2770地区 中川高
志ガバナーの地区運営方針「すべてはクラブ活性化

のために 〜実り豊かな奉仕を目指して〜」につい
て、皆さまに再認識とより深いご理解をいただき、
クラブ活性化につなげていただく機会としたいと思
います。よろしくお願いいたします。
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宇多村 海児幹事
◇RI日本事務局から、
2017-18年度のロータリ
ー財団は4億1400万ドル
の寄付を集められたそうで、
お礼のニュースが届いてい
ます。寄付総額では世界第
3位だそうです。
◇上尾地方防犯協会から、
「上尾・桶川・伊奈暴力排除
地域安全大会」が文化センターで10月20日13:30から
開催されるとお知らせが届いています。元警視庁刑事、
北芝健さんの講演が行われるそうです。希望者は幹事
までご連絡ください。

委員長報告
ロータリー米山記念奨学委員会 久保田 勲委員長
先週の寄付のお願いの後、島村パスト会長から10万
円をいただき寄付総額が100％達成しました。皆様方
のご協力、ありがとうございました。

新会員

入会式

新会員紹介 大塚 崇行会員
名前は坂佳三さん、48
歳、社会保険労務士で坂
労務コンサルティングを経
営されていらっしゃいます。
経営革新や補助金申請な
どが得意だそうです。
襟ピンバッジ授与
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例 会 主 題 〜 卓 話
ガバ ナ ー 公 式 訪 問
R I テ ー マと地 区 運 営

RI.D2770 2018-19年度ガバナー 中川高志様

新会員あいさつ 坂 佳三（ばん よしぞう）会員
はじめまして。上尾で2011年から社労士を開業
しています。皆さんのご指導ご鞭撻のほどをいただ
ければと思います。よろしくお願いいたします。
歓迎の言葉 大塚 信郎パストガバナー
入会おめでとうございま
す。今日一日で30名近い新
しい友だちができたことに
なります。今後はロータリ
ー活動に伴ってどんどん友
だちが増えていくと思いま
す。
どうか家族を含めてロータリーを楽しんでいただき
たいと思います。

ビ ジター ゲ ストあいさつ
米山記念奨学生

鄭 維嘉（てい ゆいか）さん

台風24号がきていまし
たがその日の夜、アルバイ
トをしていました。思った以
上にお客様が多く、アルバ
イト先からの帰り道では傘
が飛ばされ、普段は徒歩
10分の距離なのですが20分かかりびしょ濡れになりま
した。翌日の内定式も台風のため中止になってしまい残
念でした。
昨日は三郷ウェンズデイＲＣさんに卓話に行き、来週
は浦和東ＲＣさんに卓話に行きます。上尾クラブさんの
良さと、学生生活をお伝えしてこようと思います！

2020年、東京ＲＣ100
周年を迎え、日本の100周
年記念委員会から金色の
ゴングが全国34地区に贈
呈されました。台座にはプ
レートがあり、当地区74ク
ラブの名前が刻まれています。すべてのクラブで会長に
点鐘してもらい、2020年にガバナーが集まって一斉に
鳴らし、100周年を祝おうという企画になっています。
さて卓話に入ります。
まず地区とは、管理の便宜上結
び付けられた、一定の地理的な地域内にあるグループ
で、個々のロータリークラブが「ロータリーの目的を推
進するのを助けることを唯一の目的」にしています。ガバ
ナーは地区内のクラブを啓発し、意欲を与え、継続性を
確保する、指揮監督を行う役員です。
自己紹介です。私は1951年6月28日生まれ、医療法
人大宮シティクリニックの理事長をしています。職業分
類は医科です。ロータリー歴ですが、2002年8月、関口
年度に大宮ＲＣに入会、2012-13年度にクラブ会長を
務め2013-14年度から地区の主にＲ財団部門で各役
職を務めています。2016年にはVTTで、セブ島で超音
波装置での乳腺、腹部、心臓のスクリーニング検査法を
指導してきました。
2018年1月に国際協議会で勉強をして、
７月からガ
バナーに就任しました。2018-19年度テーマは「インス
ピレーションになろう」です。Inspiring Person（鼓舞
する人）の、インスパイアの前にTheをつけて「The
Inspiration」とすると同じ意味でありながらいっそう
強調された意味になるそうです。
ちなみに国際協議会の標語ですが、
「Enter to
Learn,Go Forth to Serve（入りて学び 出でて奉仕
せよ）」から、
「Join Leaders Exchange Ideas Take
Action (リーダーのネットワークへ アイデアを広げよう
行動しよう)」に変えられ掲げられています。
国際協議会で、今年はロータリーの新しいビジョン
声明が発表されました。Together, we see a world
where people unite and take action to create
lasting change-across the globe, in our communities, and in ourselves. 私たちロータリアンは

世界で、地域社会で、そして自分自身の中で、持続可能
な良い変化を生むために、人びとが手を取り合って行動
する世界を目指しています。
その後「世界を変える行動人」キャンペーンが展開さ
れています。さまざまな形の広告を通じて、
「行動する人」
としてのロータリー会員の姿にスポットを当て活動する
ロータリー会員の姿を前面に出しています。各クラブで
も、ぜひ「世界を変える行動人」の姿をＰＲしていただけ
ればと思います。
最後に2019年6月、ハンブルグ国際大会があります。
ぜひ国際大会で弾けていただければと思います。ご静聴、
ありがとうございました。

中川ガバナー、公式訪問
ありがとうございました。

公式訪問後、クラブ協議会
を開催しました。役員、委員長
の皆様、委員会・事業のご報告、
お疲れ様でした。ありがとうご
ざいました！

中川ガバナーようこそ！
坂会員、入会おめでとうございます！

樋口会長／宇多村幹事／須田副会長／斎藤修弘副幹事／武重会員／
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