
     

次回予定 10/15 
 

「ロータリー米山記念奨学事業とその成果」 

メンバー／米山奨学会 

岩邉 俊久君 

本日の卓話 
 

「ゼロックスの CS活動について」 

富士ゼロックス東京(株)執行役員 

五十嵐 幸夫氏 

紹介者 今井君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 2706 回   2015 年 10 月 8 日 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015 年 10 月 1 日 第 2705 回例会報告    
点 鐘  

国 歌 「君が代」 

ロータリーソング 「奉仕の理想」 

来 賓  

  ビジター４名 

石川幸男氏（東京荒川） 

瀬古直寿氏（東京上野） 

永井重孝氏（東京上野） 

松丸隆一氏（千葉柏） 

会 長 報 告  

  なし 

幹 事 報 告  

  10月のロータリーレート１＄120円 

 第 37回バギオ訪問交流の旅の案内が参っ

ております。掲示板に貼ってありますの

で、ご関心のある方はご覧ください。 

 今週末 10 月 3 日～4 日、お台場のセンタ

ープロムナードにてグローバルフェスタ

Japan2015が開催されます。その中のブー

スに第 2580地区が出展する事となりまし

た。掲示板に貼っておきますのでお時間

のある方はお越し頂ければ幸いです。 

 本日例会終了後桔梗の間にて理事会を開

催致します。理事役員の方はご出席お願

い致します。 

 

 

 

 

 

WEEKLY REPORT 
例会日 木曜日 12：30～13：30 

例会場 上野精養軒 TEL.03（3821）2181 

事務所 〒130-0013 東京都墨田区錦糸 1-1-5 Aビル 6F 

 TEL.03（5637）4602 FAX.03（5637）4611 

 http://www.tokyo-kohoku-rc.org 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

葛飾北斎描く千住より眺望の富士 

 

東京江北ロータリークラブ  
会 長 戸塚 誠一郎  ／ 会長エレクト 吉田 正行 

幹 事 張替 俊光 ／ 副幹事 谷茂岡 昭 
会報・IT委員長 羅山 能弘 

 

 
 

 

Be a gift to the World 

 RI 会長 

ラビンドラン 

ロータリー 

思いをかたちに 
 

東京江北RC 会長 

戸塚 誠一郎 

 

 

委 員 会 報 告  

  副幹事…9月 30日、2016-17年度の地区

ロータリー財団補助金プロジェクトの申

請書を提出しました。ロータリー財団補

助金プロジェクトの選定に当たっては飯

倉会員に大いなる協力を頂き、書類作成

にあたっては守屋会員にご指導頂きまし

た。今年度は第 2580地区過去最高で 28

クラブより申請書が提出されているそう

で、11月中旬ごろロータリー補助金委員

会の面接が行われ、会長エレクト吉田と

副幹事谷茂岡で出席をする予定です。審

査に通過すれば 2016-17年度クラブで実

施する行事として準備をはじめます。 

申請内容については週報記事で紹介しま

すのでご覧ください。 

出 席 報 告 会員56名中40名 出席率71％ 

前々回訂正出席率 91.67％ (9/10) 
 

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス 

 

 お誕生日祝 

 奥様お誕生祝 

 

…濱中君 

…岡田君 
 
 戸塚会長 張替幹事…10 月 1 日です。一昔前

は衣替えの日でした。今年は残暑も厳しくな

く 10月を迎えましたが、まだまだ会長幹事は

残暑続きです。矢島さん、本日の卓話、よろし

くお願い致します。 

 

  
 樽澤君…ベルマンさんの無理な頼みを聞いて

下さり、ありがとうございます。 

 吉田君 谷茂岡君…矢島さん、本日の卓話、楽

しみにしています。 

 ベルマン君…矢島さん、急なお願いを快くお

引き受け頂き、ありがとうございました。感

謝、感謝です。 

 張替君…娘が、本日より勤め始めました。後は

婿がくれば安心なのですが・・・ 

 中山君…本日付で会社の代表となりました。

どうぞ厳しきご指導ご鞭撻の程、お願い申し

上げます。 

 影山君…中山君、社長就任おめでとうござい

ます。もう夕方お風呂に行けませんな！ 

 SAA一同（平岩君 芝君 中山君 矢島君 今井君 

岩本君 畠山君 阿部君）…岩邉さん、9月はご

苦労様でした。今月の SAA は芝さんが担当で

す。皆様のご協力を宜しくお願いします。 

 合計 29,000 円  累計 781,000 円 

 

10月 1日の卓話は、メン

バー矢島寛君より「男の

更年期」という演題でお

話しをいただきました。 

更年期はホルモン分泌

異常であり、女性の場合

はエストロゲン（女性ホ

ルモン）が低下してゼロ 

になった時点を基点として概ね前後 5年～10年間

を更年期とされていますが、全く症状が現れない

人もいるようです。男性の場合はテストステロン

（男性ホルモン）の減少が更年期の始まりですが

ゼロになる事は無く、始まりの年齢も個人差が大

きいようです。ホルモンは睡眠不足で減少します

が、コレステロールから作られるので十分な睡眠

を摂り「肉」を食べる事が重要！健康診断では好

かれる HDL（善玉コレステロール）、嫌われている LDL

（悪玉ココレステロール）ですが、LDLが多い方が男

性らしいようです。 

また左手の人差し指と薬指を比べて「薬指が長い

男性は亭主関白」、「人差し指が長い男性は奥様主

導型」で生涯幸せな家庭生活がおくれるそうです。

その他レポート出来ない事に関しては矢島会員へ

直接お尋ね下さい。 

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU 

地区補助金は、地元や海外の地域社会のニーズに

取り組むための、比較的規模の小さい、短期的な

活動を支援します。各地区は、この補助金を配分

するプロジェクトを独自に選びます。 
 

東京江北ロータリークラブ 

2016-17 年度 

ロータリー財団補助金プロジェクト申請報告 
 

 プロジェクトの概要 

緊急時災害対策支援プロジェクト／防災用井

戸ポンプの設置  

※緊急時に生活用水（飲料水を除く）の確保を

するため 
 
足立区では、区内 52カ所の公園に防災用井戸

ポンプの設置を予定しています。その井戸よ

り水をくみ上げる為のポンプの設置 
 
近年は自然災害も多く、海抜０メートル地帯

と言われるこの地区には不安も多くあるた

め、設備の充実という意味合いでは、推定でき

ない程の恩恵を受ける方がいると考え決定し

ました。 
 
また設置された井戸用ポンプは、緊急災害時

はもとより、高層ビルや、水洗トイレの使用

が不可能になった場合、水不足で水道水を控

えなくてはならなくなった場合などにも役立

つと考えます。 
 

 実施予定 

2016年 8月 1日～9月 30日頃を予定 
 

 協力団体 

足立区 
 

 申請者 

会長エレクト 吉田正行 

副幹事    谷茂岡昭 
 

 申請日 

2015年 9月 30日 

 スケジュール 

2015年 11月 地区補助金委員会との面接 

2015年 12月 選考結果発表 

2016-17 年度実施 

ロータリー財団補助金プロジェクト 

申請書提出 

卓   話 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

本年度第 1 回目の親睦活動イベントは、ブラッ

クタイ秋の夕べを企画させていただきました。 

普段なかなか着用するチャンスがないタキシー

ドを纏い、眺望のよいレストランで本格フレン

チを食する。あわただしい日々をほんの少し忘

れ、異空間での親睦です。 
 
まんねりした仕事や生活を忘れ、一層と充実し

た日常をおくる為に「やる気スイッチを ON」に

する企画と考えております。 

開催は平日で、例会日でもありますので、スーツ 

での参加でも構いま

せん。楽しい親睦会

にして参りたいと考

えておりますので、

奮ってご参加の程宜

しくお願い申し上げ

ます。 
 

      記 

日時 2015年 10月 29日（木） 

   18時 00分～ 

場所 東京ベイコート倶楽部 

24階レストラン 

「マルダムール」 
 

           東京都江東区有明 3-1-15 

TEL (03)6700-1111(代) 

全国インターアクト研究会ならびに 

  全国地区インターアクト委員長会議 

10月 3日、第 2回地区インタ

ーアクト委員会・顧問教師合

同会議が日本大学第一高等学

校に於いて開催されました。

今年のリーダーズキャンプの

反省と来年の要項今年の地区

大会の反省と来年の要項など

が話し合われました。 

2012 年に日本ではじめての第 1 回全国インターア

クト研究会が開催され、今年度で 4 回目を迎えま

す。全国のインターアクターが情報を共有し、手を

結び合い、インターアクト活動を活発に行われる

よう企画され、将来はインターアクター自身が集

える全国大会への布石にと顧問教師とロータリア

ンとの情報交換、研究の場としての活動の活性化

と充実、そして今後の全国研究界の展開を目的と

して開催されています。今年度は畠山地区インタ

ーアクト委員長が出席しました。 

 

畠山地区インターアクト委員長報告 

上記研究会・会議が 9月 25、26日両日京都市国際

交流会館にて開催されました。今年度ホスト地区

は第 2650地区で、全国からＩＡ顧問教師約 40名

、ロータリアン約 80名で当地区からは松下和正

地区青少年奉仕委員長 と畠山地区ＩＡ委員長が

出席しました。 
 
ホスト地区中澤忠嗣ガバナーの挨拶に始まり、特

別顧問千玄室ＲＩ元理事等の来賓の挨拶の後、タ

イ国チェンライＲＣ元会長による少数民族への支

援活動の講演が行われた。休憩の後、各ＩＡＣの

活動発表があり、パネルディスカッションの中で

ＩＡＣの今後と提唱クラブの役割についての討議

がなされました。 
 
翌日は分科会に別れ、地区委員長間の話し合いが

持たれ、身近 

な近な地区以

外の全国の活

動報告、更に

将来を見据え

た様々な意見

の交換がなさ

れて大変有意

義な大会とな

りました。 

 

東京武蔵野ロータリークラブ 

地区大会実行委員長 

高野清香 
 

ロータリアンの皆様のご登録とご参加を！ 

地区大会は、ガバナー主催の研究会であり、地区と

しての決議の場・地区ロータリアンの集いの場で

もあります。 

また RI会長代理をお迎えして、地区ロータリアン

が RIとのつながりを確認できる場でもあります。 

1980 年に東京が第 2580 地区と第 2750 地区に分か

れて 35年が経過しました。今回友愛の場において

は 35年間の「地区大会の歴史展」を開催します。 

またレディース展では「前回の北京オリンピック

開催に合わせて開業された「ホテルニューオータ

ニのおもてなし」展を開催いたします。 

近年、会員減少傾向にある 2580地区のロータリア

ンが一堂に会して、鈴木喬ガバナー主催の地区大

会を盛り上げていただき、会員増強への一助とな

ればと願っております。地区大会開催まであと約 5

ヶ月となりました。主なプログラムも決まり、ホス

トクラブも一丸となって、チーム力を発揮してゆ

く所存です。多くのロータリアンの皆様の登録と

ご協力をお待ちしております。 
 

開催日 2016年 2月 24日(水)～25日(木) 

会 場 ホテルニューオータニ 

 

        東京江北ロータリークラブ 
親睦活動委員会イベント企画 

       ブラックタイ秋の夕べ 

 

 

 

 
 

K.R. ラビンドラン 

2015-16 年度会長 
 

ナイジェリアで野生型ポリオの無発症期間が

1 年を経過し、同国は 9 月にポリオ常在国リ

ストから除外されました。ナイジェリアは、ア 

フリカで最後のポリオ常在国でした。今日、野生ポリオウイルスによ

る発症が続いている国は、アフガニスタンとパキスタンのわずか 2 カ

国のみです。また、2015 年における全世界での発症件数は、本号の

発行時点で数十件のみとなっています。 

この達成の重要度は、どれほど強調しても強調し過ぎるということは

ありません。ポリオは文明の初期より、数千年に渡って人類を苦しめ

てきました。今日、ロータリーとそのパートナー団体による努力が実

を結び、ポリオ撲滅は間近に迫っています。カウントダウンは"年"読

みではなく、"月"読みです。 

しかし、成功は巨大であると同時に、崩れやすいものです。今日まで、

ゆっくりでも確実に前進してこられたのは、弛むことなく継続されて

きた活動があったからです。私たちは、何億人もの子どもに予防接種

を行うため、足並みを揃えて大規模なキャンペーンを実施し、新たな

ポリオ流行を防ぐためにサーベイランス（監視活動）を続けてきまし

た。協力、資金提供、精力的活動から成る撲滅活動の規模は、真に驚

きに値するものです。 

撲滅が迫っている疾病なのに、なぜ依然としてハイレベルの予防接種

活動とサーベイランスが必要なのかと疑問の声もあるかと思います

が、その答えは簡単です。それが前進するための唯一の方法だからで

す。仮に力を抜くようなことがあり、それが原因でウイルスが拡大し

たら、長年の活動はすべて水の泡となります。簡単に拡大してしまう

ポリオの恐ろしさは皆さまもご存知のはず。何十年もかけて築いてき

たものが瞬く間に崩れ去ることもあるのです。だからこそ、今後数カ

月が極めて重要となります。認識を高め、資金を募り、前進を続ける

ために、皆さまの「声」が必要とされています。ポリオとの闘いに勝

つには、皆さまの力が必要なのです。 

10 月 24 日は世界ポリオデーです。この日は皆さま全員に、何らかの

かたちで撲滅活動にご協力ください。世界ポリオデーのイベントにつ

いて、既にクラブや地区で推進されている方々もおられますが、まだ

という方も、その他さまざまな方法でご参加いただけます。ポリオ撲

滅支援サイト（www.endpolionow.org）では、活動アイデア、プレ

スリリースの見本、支援方法など、さまざまな資料・ツールをご利用

いただけます。世界ポリオデー特別イベントのライブ中継を見るため

のリンクも掲載される予定ですので、ぜひご参加いただき、メッセー

ジの拡散にご協力ください。 

これは「ポリオとの闘い」として始まったものですが、憎悪、無知、

恐怖と向き合う私たちの闘いであり、勝たなければならない闘いで

す。勝利は間近に迫っています。その勝利は、義肢や「鉄の肺」、そし

てポリオのある世界を知ることもない子どもや孫に話してあげる、ロ

ータリーのストーリーとなるでしょう。 

カノ州（ナイジェリア）やスワート地域（パキスタン）のロータリアンであれ、ソ

ウル、マドリード、シカゴのロータリアンであれ、皆さまがこのスト

ーリーの登場人物なのです。自分自身が成し得たことこそ、真に語り

伝えることができるのです。いつの日か、誇りとともに語ることがで

きる素晴らしいストーリーを、皆で一つひとつ紡いでいきましょう。 

鈴木喬ガバナー便り No,11 第 4 回全国インターアクト研究会 

第２回全国地区インターアクト委員長会議 

第 2580 地区インターアクト委員会 

全国インターアクト研究会ならびに 

  全国地区インターアクト委員長会議 

10月 2日、小出康夫

会員が東京東ロータ

リークラブの卓話に

招聘され、「赤ちゃん

の命名」という演題

でお話しをされまし

た。 

 

東京東ロータリークラブ卓話招聘 

RI 会長メッセージ 10 月  

 

第 2580 地区大会ご案内 

ロータリアンの皆様へお願い 

米山奨学生ドンヘゲ マライケさんが東京江東ロ

ータリークラブで米山卓話をいたします。 

お時間がある方は是非、お越しください。 
 

 記 

日時 10月 13日（火） 

         通常例会 12時 30分点鐘 

      場所 東京江東ＲＣ例会場 

      ホテルイースト 21東京 

米山奨学生 ドンヘゲ マライケさん 

米山月間 東京江東 RC で卓話 


