














































 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 出山知宏    例会場 : 割烹「ふな又」 例会日：木曜日 （月３回） 

幹事 鈴木真樹  事務所：さいたま市岩槻区本町 3-8-2-203 ℡048-758-0680 FAX048-758-0681  

       http://www.iwatsuki-rotaryclub.jp  E-mail:info@iwatsuki-rotaryclub.jp 

 

◆次回の例会◆   令和２年９月 17 日（木） 職業奉仕委員会主管 点鐘：18：00 会場：ふな又 

 

皆様こんにちは。 

本日は、地区より会員増強維持部門 委員長 

鶴見様、会員増強維持委員会 副委員長 市川 

様、委員 小池様、当クラブより出向いただ 

いている、小林 利朗委員、そして、親クラ 

ブの大宮ロータリークラブより、進藤会長、 

竹内幹事、兄弟クラブの大宮西ロータリークラブより、染谷

会長、荒井幹事と、たくさんのお客様にお越しいただきまし

た。心より歓迎申し上げます。 

会場もいつもの二階から一階の大広間へ、特別に設置させ

ていただき、会場委員会の皆様にも早くから準備していただ

きました。感謝申し上げます。 

 

さて９月に入って二週目となりますが、例年ですと、７

月・８月と表敬訪問ラッシュで、９月に入るとやっと一息つ

ける時期となりますが、今年はコロナウイルス感染症問題の

影響で、今月から表敬訪問が活発化してまいりました。また

会長幹事会も、昨夜第三回目が開催され、小暮ガバナー補佐

からいくつかいただいたお話の中で、一つ皆様にもお話しし

たいことがございます。 

 

ロータリーの数ある奉仕活動の中で、皆様どんな奉仕活動

が頭に浮かびますでしょうか？私は、今ロータリーの最優先

事項としている、『ポリオ根絶運動』です。このお話は、こ

のポリオ根絶運動のお話です。 

 

このポリオ根絶運動は、ロータリアンなら誰しも知ってい

る奉仕活動だと思いますが、この活動の『きっかけ』や『い

つ・誰が始めたのか』、ご存じの方いらっしゃりますか？ 

スタートは、東京麹町 RC が WCS（世界社会奉仕）プロジ

ェクトとして「ポリオ撲滅運動」を決議し、1982 年に、麹

町 RC の 15周年記念事業として、100 万円相当のポリオワ

クチンを、会員の山田ツネさん・峰 英二さん両氏に託して

南インド 320 地区マドラス RC に派遣したそうです。しか

し、残念ながら冷凍設備が無くワクチンが失効。これをきっ

かけに、山田さんは ポリオ撲滅のためには、まずコールド

チェーンの整備が不可欠であると考えたそうです。 

コールドチェーンとは「低温物流体系」といって、低温管

理が必要な製品を冷蔵もしくは冷凍した状態で最終消費地

まで配送する方式です。⤴ 
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会長挨拶      第 58代会長 出山知宏 

お客様紹介        

第 2770地区 

会員増強維持部門 

委員長 

鶴見 裕様 
（春日部西） 

大宮ＲＣ 

会長 

進藤博司様 

第 2770地区 

会員増強維持委員会 

副委員長 

市川英敏様 
（八潮みらい） 

第 2770地区 

会員増強維持 

委員会 

小池夏代様 
（越谷南） 

大宮ＲＣ 

幹事 

竹内裕司様 

大宮西ＲＣ 

幹事 

荒井理人様 

大宮西ＲＣ 

会長 

染谷義一様 

しかしそんな大掛かりな整備は、麹町 RC だけでは不可能

と考え、南インドの258 地区と275 地区に働きかけ、1983 年

には両地区が、 「南インドポリオ免疫プロジェクト推進」

を決議しました。 
そして両地区の援助で、両氏は南インドで奉仕活動を行い

ながら、両地区と一緒になって、RIにポリオ撲滅を訴え、 RI 

全体のプロジェクトとするよう働きかけたそうです。 

その結果 1985年 RI が、世界社会奉仕部門で「ポリオプラス

免疫プロジェクト」を最優先順位とする決議をしました。  

山田さん、峰さん、そして麹町 RCが世界を動かしたのです。 

 

その後、山田ツネさんはインドでの風土病が原因 で命を

落とすことになり、その後を継いで地区 WCS委員長になった

峰さんも、その翌年同じように命を落とされたとの事です。 

しかしこのお二人の事は、財団のポリオ撲滅の歴史の中に、

一言も記録がないそうです。 

このお話は、同じロータリアンとして、胸に刻むべきと私は

思います。 

そして同時に、同じロータリアンとして誇りに思います。 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

発行：会報・広報委員会   委員長 関根信行  副委員長 高橋真理以  委員 志水一雄  内藤 明 

 

出 席 報 告 
会員数 出席数 免除者 ＭＵ 出席率 

28 17  2 67.86％ 

 

スマイル報告 
本日のスマイル合計 48,000 円 

年間累計額 203,000 円 

 

お客様 

地区会員増強維持部門委員長 鶴見 裕 様 

本日は会員増強維持部門の市川、小池両委員の卓話の時間

を頂きありがとうございます。どうぞ伝統ある岩槻クラブ

さんのますますの活動を御祈念いたします。また小林利郎

会員さんにはお世話になってます。 

 

地区会員増強維持部門副委員長 市川英敏 様 

地区会員増局維持委員会委員 小池夏代 様 

本日は突然の依頼にもかかわらず例会のお時間を頂戴いた

しました。クラブ会長、ビジョン達成に向け本日のお話が

お役に立てれば幸いです。 

 

大宮ＲＣ会長 進藤博司 様 

出山会長、鈴木幹事、本日はお世話になります。 

 

大宮ＲＣ幹事 竹内裕司 様 

本日例会に参加させて頂きます。宜しくお願い致します。 

 

大宮西ＲＣ会長 染谷義一 様 

表敬訪問させて頂きました。一年間宜しくお願い致します。 
 

大宮西ＲＣ幹事 荒井理人 様 

楽しみに参りました。宜しくお願いします。 

 

メンバー（50音順） 

小田光司 お客様ようこそ。 

菊地 廣 本年度例会場初出勤です。何時もＺＯＯＭで出席失 

礼しています。 

小林 篤 お客様ようこそ。 

小林利郎 地区会員増強維持部門委員長鶴見裕様、副委員 

長市川英敏様、委員小池夏代様、大宮ロ―タリー 

クラブ会長進藤博司様、幹事竹内裕司様、大宮西 

ロータリークラブ会長染谷義一様、幹事荒井理人 

様、ご来駕を心より歓迎申し上げます。 

小林佑次 よろしくお願いします。 

塩田淳司 お客様ようこそ。 

鈴木真樹 本日は地区、親クラブ、兄クラブの多くのお客様に 

お越し頂きました。ありがとうございます。 

関根信行 お客様ようこそ。 

田畑寛樹 本日も宜しくお願い申し上げます。 

津多一幸 お客様ようこそ。 

出山知宏 本日はたくさんのお客様ようこそお越し下さいま 

した。 

中村 正 多くのお客様、ようこそ！ 

原田晃博 お客様ようこそ。 

増岡昌行 お客様ようこそ。 

三浦宣之 本日はよろしくお願いします。 

🌼 たくさんのご芳志ありがとうございました 🌼 

ローターアクト 

18～30歳対象、全世界で 10,698クラブ。 

地域社会のリーダーと意見交換したり、リ 

ーダーシップと専門的なスキルを育みなが 

ら、楽しく奉仕活動を行います。 

インターアクト 

12～18歳対象、全世界で 14,911クラブ。 

地元でのボランティア活動や海外のインターアクト会員（通称

「インターアクター」）との交流を通じて視野を広げ、国際感

覚を養っています。ロータリークラブの支援を受けて設立され

るインターアクトクラブでは、友だちと一緒に楽しみながらロ

ータリーの「超我の奉仕」を学び、行動力を身につけます。 

日本では、殆どのインターアクトクラブは高校の部活動として

活動しており、現在、第 2770地区では 24クラブが活動してお

り、我がクラブ排出の金子雅英ガバナー年度から韓国第 3750

地区との青少年交換事業を続けてます。岩槻クラブでは岩槻高

校ＩＡＣのサポートをしています。 

 

 

 スマイルＢＯＸより 幹事報告            幹事 鈴木真樹 

① 当クラブ会員満足度アンケートをまだ提出されていない

方が 10名おりますので大至急、返送お願いします。 

② 9月 12日（土曜日）地区奉仕プロジェクト 3部門セミナ

ー案内。第一部・第二部の参加者は Zoomでの参加となっ

ておりますのでご確認お願します。 

③ 国際ロータリー日本事務局経理室より連絡。9 月のロー

タリーレートは、1ドル＝106円となっております。 

④ 地区より、次年度地区役員推薦のお願いが届いておりま

す。出向されたい会員、継続したい会員は幹事までお申

し出ください。 

⑤ 地区大会記念ポリオ撲滅ゴルフコンペの案内が届いてお

ります。 

参加者:出山会長・小林篤会員・小林祐次会員・鈴木幹事  

日 時:10 月 5 日（月曜日）なので、お忘れないようお

願いします。 

※９月３日（第 1 例会）の幹事報告も一緒に回覧いたします

ので、確認お願いします。 

 

オンライン出席でのスマイルはこちらへ…  埼玉りそな銀行岩槻支店 (普)1445466 岩槻ロータリークラブ 

 

地区会員増強維持お手伝いプロジェクト  

青少年奉仕委員会 委員長 増岡昌行  

https://my.rotary.org/ja/search/club-finder

