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皆さまこんにちは。本日はお忙しい中、本年度第１４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
2019-2020年度 ガバナー小林操様、第５グループ ガバナー補佐
島村健様、地区副幹事 澤幡智史様、ようこそいらっしゃいました。
後ほど、小林ガバナーには卓話を頂戴いたします。
この例会前に、小林ガバナーと島村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、
小林ガバナーからは、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。小林ガバナー、島村ガバナー補佐、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。
新会員の奥川淳一さん、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、小
林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、奥川さ
んの入会に際し、多大なるご協力をいただいた、多くの皆様に心より
感謝を申し上げます。
さて、本日、新会員の奥川さんがいます。また、世界ポリオデーに
も1名の新会員がおります。勧誘する際に、ロータリークラブとはどの
ようなクラブなの？どのような活動をしているのを必ず聞かれます。
名前は知っているけど、活動内容を明確にして、見えていただくため
に事細かに説明をします。3大義務から始まり奉仕内容にいたるまで、
まだまだ私の勉強不足で至らぬ点は多々ありますが、その中に必ず
「ポリオ根絶」も含んで説明します。ただ「ポリオ」というより小児
麻痺という方が、理解が深まる場合もあります。特にこのポリオ根絶
活動においては、全世界であと少しという部分で感銘を受けて頂くこ
ともありました。今年はスマイルとは別に「ポリオ募金」を新たに設
けてあります。7月からの3か月ですが、皆様のご協力により多くの募
金が集まっております。ポリオ根絶まであと少しです。是非皆さんの
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少しずつのお力をいただき根絶まで頑張りましょう。
「世界ポリオデー」について少しお話しをさせて
いただきます。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。
当クラブでは、世界ポリオデーにちなんだ事業と
して、来週10月19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。当地区のマスコット「み
らいくん」の着ぐるみもレンタル申込み済みですの
で、少し涼しくなってはきましたが、中に入ってい
ただく会員さん、熱中症にならないように気をつけ
てください。
本日の例会主題は、小林操ガバナーより卓話を頂
戴いたします。マローニーＲＩ会長のテーマ「ロー
タリーは世界をつなぐ」および本年度の地区運営方
針「ポリオ根絶活動から、クラブ活性化へ」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。本日もどうぞよろしくお願いいたします。

幹

事

報

斎藤 修弘幹事

告

◇ＲＬＩ PartⅡが11月23
日（土）、埼玉会館で行われ
ます。対象者にお声がけし
たいと思いますのでよろし
くお願いいたします。
◇千葉で大きな被害があ
った台風15号の災害義捐金のご協力のお願いがきてい
て、当クラブでは会員数 500円を寄付させていただき
ます。
◇本日、12月の行事予定の変更のFAXを送らせていた
だきます。クリスマス例会・年次総会の日程が年度計画
書から変更になり、12月26日（木）になります。

委員長報告
ホビー委員会 細野 宏道 委員長
来春、第5グループのゴ
ルフコンペを当クラブが主
管します。その意識を全会
員がもっていただくために、
11月28日の夜間例会の日
に、昼間ゴルフをして、夜に
表彰式を行う企画を立てました。FAXにてご案内させて
いただきますのでよろしくお願いいたします。

お

祝

い

小林邦彦会員のご子息がご結婚されましたのでクラブ
からお祝いさせていただきます。おめでとうございます！
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新会員

例 会 主 題

入会式

新会員紹介 宇多村海児副会長
奥川淳一さん、36歳、株式会社Re-styleという工務
店の社長さんです。須田商店さんのリフォームも手掛け
ました。身長188cmです。今後の当クラブにとって欠か
せぬ人材になると思います。
よろしくお願いいたします。

ガバ ナ ー 公 式 訪 問
R I テ ー マと地 区 運 営

RI.D2770 2019-20年度ガバナー 小林 操様

本日は国際ロータリーの
取組と、地区の運営につい
襟ピンバッジ授与
て説明させていただきます。
自己紹介すると、仕事は税
理士、趣味は渓流釣りです。
子供の頃にポリオ（小児麻
痺）に羅患し、その頃のことをお話ししたいと思います。
世田谷の小学校に入学し、その年のプールの帰りに風
邪をひいたような形で熱が出て、そのうちに左手が動か
なくなって、
また右手と足も痺れてきました。当時の町医
者は病気が断定できず、国立東京第一病院（現在の国
際医療研究センター病院）で脊髄性小児麻痺と診断さ
れました。ポリオは治す薬がないので、入院した時に湿
新会員あいさつ 奥川淳一会員
布をしたくらいでした。
１カ月で退院しましたが左手はも
ただいまご紹介いただいた（株）Re-style代表取締役 う動きませんでした。小学６年まで養護学校でしたが、
の奥川淳一です。
９年前にリフォーム業を創業して、今ま 中学校からは普通校に通いました。実家は神主でした
で地域の方々にご協力をいただき事業を行ってきました。 が私は二礼二拍手ができないので、國學院大學・国士
来年10年目になり、
これからは微力ながら地域の皆さま 館大学・駒沢大学を修了して税理士登録し、開業しまし
のお力になれればと思っておりますので、
どうぞよろしく た。ロータリーは1988年に越谷北ＲＣに入りました。そ
お願いいたします。
れから６年後、田中作次さんが地区のガバナーだった時
歓迎の言葉 大塚 信郎パストガバナー
に幹事でした。2003年にクラブの会長を務め、以降、地
私は32歳の時にロータリークラブに入会しました。私 区に出向して財団関係をやっていました。
さてＲＩですが、マーク・ダニエル・マローニーＲＩ会
は入会19年目で会長になりましたので、そのような心づ
長が来日した８月に、お話しをしました。
１月のガバナー
もりでロータリーを楽しんでください。私は出席率100
エレクト研修セミナーで講演した今年度のテーマを３分
％で、それほど毎週楽しいです。私達会員全員が奥川さ
の動画にまとめましたのでご覧ください。＜動画視聴＞
んを歓迎しますので、
どうぞがんばっていただければと
「ロータリーは世界をつなぐ」は素晴らしいなと思いま
思います。
す。今の動画で４つの強調事項がありました。
１）ロータ
近 況 報 告
リーを成長させること。
２）ロータリーと家族。
３）ロータ
坂 佳三会員
リーと仕事の共存。
４）ロータリーと国連のパートナーシ
ップ、です。ロータリーのビジョン声明により
「世界を変え
最近はまっていることは
る行動人」キャンペーンが展開され、戦略的優先事項で
筋トレです。
きっかけは、
も
は2019年７月以降、今後５年間の活動方向は「よりイン
ともと体が重く、血圧が高
パクトをもたらす」
「参加者の基盤を広げる」
「参加者の
かったのでジムに通い始め
積極的なかかわりを促す」
「適応力を高める」
となってい
ました。以前に比べ15kgほ
ます。
ど筋肉量が増えました。結
年次目標では優先事項１：人びとが手を取り合うのを
果的に血圧も落ち着き、ゴルフも楽に回れるようになり
ました。健康は大事だなと思っている次第です。ありがと 促す（＝リーダー、会員増強、拡大、女性会員、ローター
アクターのロータリー入会、インターアクト、ローターア
うございます。

アクト、ロータリーの活動に積極的参加）、優先事項２：
背負った子供たちを、親の気持ちを、それを思えば、感じ
行動する
（＝ポリオ根絶活動の役割、
ＤＤＦ活用として
れば、そしてロータリアンなら何もしない選択肢はありま
せん。障害に対する同情をお願いするのではありません。
地域社会・海外でのＰＪ増、2025年前に恒久基金を20
将来、世界を支える子供たちのために、少しでも多くの
億2500万ドル目指す、
「世界を変える行動人」キャンペ
人たちに理解され、根絶すれば、ポリオに罹った人たち
ーンを促進）が言われています。
は、
もちろん、世界のお母さんに安心を与えることができ
ポリオ根絶活動は、国際ロータリーの最優先事項で
るからです。
この想いを地区のロータリアンと共有した
す。ロータリーの章典には「ポリオプラス・プログラムが
この人道的活動は
成功裏に完了するまで、いかなる他の組織全体のプロジ い。愛する人、愛する子供のために、
ピッタリです。クラブで、ポリオを学び、貧困を考え、社会
ェクトも検討されない」
と記されています。
私が地区のリーダーになった心情を聞いてください。 的価値を計り、心が一つになれば、自然とクラブは活性
化されます。
このような気持ちで地区テーマをあげさせ
【想いを行動に】。ロータリーでは、ポリオ根絶活動はす
ていただきました。
でに30余年になり、多くのイベントを開催し、寄付をお
今年、世界ポリオデー10月24日に地区74全クラブが
願いして来ました。99.9％まで発症が減り、あと少しまで
成果を上げてきましたが、最後の最後がいまの現状です。 イベントを開催し、寄付を奨励しようとお願いしています。
ロータリアン一人一人の気持ちが大きな力になり、ロー
そうすることでインパクトを与え、世界同時開催、一体感
タリーのレガシーを作るはずです。2019-20年度、想い
・達成感・記憶に残る、
という意義があると思います。私
を行動に、
「ポリオ根絶活動からクラブ活性化へ」を地区 たちは「世界を変える行動人」です。上尾ロータリークラ
方針とさせて頂きました。自分がポリオ患者であり、その
ブさんもぜひ行動をお願いします。本日はありがとうござ
痛みを、そして、貧困から劣悪な環境の中、運悪く障害を いました。

小林ガバナー、公式訪問 ありがとうございました。
須田会長／斎藤修弘幹事／宇多村副会長／深澤副幹事／

武重会員／岡野会員／大塚信郎会員／吉川会員／小林邦彦会員／富永会員／村岡会員／
大木保司会員／細野会員／大塚崇行会員／島村会員／齋藤博重会員／久保田会員／
関口会員／藤村会員／齋藤哲雄会員／野瀬会員／長沼会員／坂本会員／春日会員／
芳賀会員／小田切会員／丹井会員／坂会員／大木崇寛会員
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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）
ＴＥＬ 048-775-7788 ／ FAX 048-776-9799
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