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親睦がつなぐ笑顔。
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葛飾北斎描く千住より眺望の富士

第 2934 回
2021 年 11 月 25 日 第 2933 回例会報告
点
鐘
ロータリーソング 「我等の生業」
来

賓
⚫

ゲスト
川松保夫氏（ゲストスピーカー）
⚫ ビジター
渡邊友門氏（渡邉・影山会員ご友人）
セ レ モ ニ ー
⚫
⚫

ロータリー財団寄付
…戸塚誠一郎君
ロータリー財団感謝状（バッジ）
ポリオプラス…畠山信弘君
⚫ 米山特別寄付感謝状
１４回目米山功労者…芝 久雄君
１０回目米山功労者…伊藤 隆君
４回目米山功労者…畠山信弘君
１回目米山功労者…岩崎和浩君
会 長 報 告
⚫

本日よりテーブル配置を円卓に戻し、例会
中の昼食を再開させて頂きます。会員の皆
さま方には長きに亘りご不便をお掛け致
しました。引き続き、コロナ感染について
は注意深く状況を見守り、必要な感染予防
策を講じて参りますので、ご協力のほど宜
しくお願い申し上げます。

2021 年 12 月 2 日

Rotary Rate 114 円

尚、しばらくの間は、お食事中にマスクを
外されている時には、黙食をお心がけ頂け
ますようお願い申し上げます。あらためま
して皆様のご協力に感謝申し上げます。
幹 事 報 告
⚫

11 月 11 日(木)潤徳インターアクトクラブ
に会長、幹事、吉田潤インターアクト副委
員長 3 名で参加して参りました。学生たち
が自分の薦めるアニメについて積極的に
発言している姿を拝見しました。
⚫ 12 月のワークショップはございません。
⚫ 12 月 2 日(木)クラブ年次総会がございま
す。
委 員 会 報 告
⚫

親睦活動委員会…12 月 16 日(木)年忘れ家
族親睦会を開催いたします。
つきましては、出欠のご連絡を今日までと
締め切らせて頂いておりますが、まだご返
答頂いていない方に関しましては、この
後、私が回りますのでご返答頂ければと思
います。また当日ですが、親睦活動委員会
とＳＡＡの皆様は 3 時半に集合頂くよう
お願いいたします。例会自体は 5 時半から
の開始となります。

THE ROTARY CLUB OF TOKYO-KOHOKU

⚫

地区懇親ゴルフ実行委員会…11 月 19 日
(金)地区懇親ゴルフ決勝大会に出席して
参りました。今回、江北ロータリークラブ
がホストのため 17 名でお手伝いとラウン
ドをして参りました。結果は残念ながら 2
位ということで、0.4 ポイント差で東京東
村山ロータリークラブに負けてしまいま
した。ということで来年ホストクラブはで
きないのですけれども、次回もまた決勝大
会に出たいと思います。得点ゲッターは人
見真吾さん、松井元さん、高橋史郎さん、
今井太郎さん、影山幸一郎さんです。当日
お手伝いに来て下さった方々ありがとう
ございました。

⚫

⚫

⚫

出 席 報 告 会員44名中39名 出席率89％
Remote1名含
⚫

前々回の出席率 100％

ニコニコ（●＾o＾●）ボックス
⚫
⚫
⚫

会員お誕生祝
ご結婚祝
奥様お誕生祝

⚫

渡邉会長 影山幹事…地区ポリオプラス委員
長 川松様、本日は卓話を宜しくお願い致しま
す。会員の皆様、本日は久し振りの円卓、会食
での例会となりました。楽しい時間をお過ごし
下さい。
小出君…本日の卓話者、
国際ロータリー第 2580
地区 ロータリー財団ポリオプラス委員長
川松保夫様をご紹介いたします。
田中君…先週例会があると思って来てしまい
ました。ドアマンの人に他に間違えて来た人は
居ませんでしたか？と聞きましたら、そんな人
は居ませんよ、と一蹴されてしまいました。
海老沼君…地区懇親ゴルフ決勝大会、ホストと
して実行委員会の皆様、お疲れ様でした。
樽澤君…祝 盛会
張替君 中山君…感謝！準優勝

⚫

⚫

⚫
⚫
⚫

…ベルマン君 石鍋君
…岩崎君
…戸塚君

本日の卓話

中山君…みったん、ひろたん、しろたん、先日
は大人の会に参加させていただき、ありがとう
ございます。アダルトナイトを堪能させていた
だきました。
中山君 人見君 影山君 岩崎君 芦川君…
渡邊友門君、本日はようこそお越しくださいま
した。一日、楽しんでお帰り下さい。
地区懇親ゴルフ決勝大会出場者(小林君 渡邉
君 影山君 今井君 人見君 高橋(史)君
細沼君 松井君 高橋(秀)君 芦川君 君塚
君)…先日の地区懇親ゴルフ決勝大会、大変お
疲れさまでした。皆様のご協力により大きなト
ラブルもなく、無事にホストを務めることが出
来ました。また団体戦も準優勝という事で最高
の形で終われることが出来ました。お手伝いい
ただきました皆様、本当にありがとうございま
した。
有志一同…海老沼さん、ありがとう！！
合計 72,328 円 累計 851,478 円

年忘れ家族親睦会
2020-21 年度 年忘れ家
族親睦会はコロナ禍に
於いて開催する事がで
きませんでしたが、
2021-22 年度は、感染対
策には十分配慮して企
画しました。例年、出欠
に関わらず徴収してい
る会員の会費は、直前年度の繰越金より充当する
事が決定しております。
尚、ご家族の参加は皆
様にお送りした案内を
ご覧いただきましてお
申し込みください。
多くの皆様のご参加を
お待ちしております。

次週卓話予定 12/9

クラブ年次総会

「読み聞かせについて」
足立区役所 地域のちから推進部 住区推進課長
寺島光大氏
紹介者 平岩君

卓

話

本日はポリオプラ
スの卓話のお時間
を頂戴し、誠に有難
うございます。冒頭
で皆さんにお答え
いただいた３つの
質問は、人間が如何
に誤解や固定観念
に囚われやすいか
をお示しするためのものでした。
ポリオに関する固定観念とは何でしょう？それは
良く聞くフレーズ、「ポリオってもう根絶したん
じゃないの？」に象徴されていると考えます。で
もそれには理由が有ります。以下では、「日本の
おけるポリオの難しさ」を皆さんにご説明したい
と思います。
まずご説明したいのは、日本においてはポリオ患
者の姿を見ることが殆どなく、かつその昔は「小
児麻痺」という名称が使われていたこと、「ポリ
オ」という呼称は比較的新しいもので、特に日本
には馴染みのないポリオというものと戦う、しか
も主たる戦場はアフガニスタンとパキスタンとい
う遠い国、これでは根絶したのではないかという
誤解が蔓延るのも無理はないと思います。
次にご説明したいのは、ポリオという疾病の特徴
でもありますが、保菌者がいても発症者は極めて
少ないということです。１人の発症者がいたら
1000 人の保菌者がいると言われています。更には
2000 年にポリオ根絶を宣言した日本においても、
幼児に対する 4 種混合ワクチンのうち 1 つは依然
としてポリオなのです。発症者がいなくても保菌
者がいる、海外から渡航してくる人達の中に保菌
者がいる可能性が高いのです。また根絶してもな
お 10 年単位でワクチン接種が必要であるという
のも、ポリオの難しさです。世界に冠たる経済大
国となり、世界に誇る衛生環境を誇る日本におい
てすら、根絶宣言後、20 年以上にわたってワクチ
ン接種が続けられています。ましてや、貧困層の
個人住宅にトイレがなく、未だに線路脇がトイレ
として使われているインドでワクチン接種を止め
るわけにはいかないのです。今や地理的には遠い
国での戦いとなったポリオ根絶と世界のロータリ
アンは戦っているのです。
お示しした表は 1985 年にロータリークラブがポ
リオ根絶活動を始めて以来、拠出された金額の累
計額です。アフリカ地区に 872 億円、中近東に 597
億円、アジア地区に 199 億円と 30 年以上の累計額
とはいえ驚異的な数字だと私には思えます。しか
もパキスタン、アフガニスタン以外は根絶を宣言
済の国々です。

これだけの資金が自然由来のポリオ感染拡大防止
の為に費やされているのです。それを担っているの
は主にロータリーとメリンダ＆ビル・ゲイツ財団で
す。たった 2 つの機関が主にこれを担っています。
この活動を止めて自然由来のポリオ感染を再び許
すと、年間 2000～2500 億の資金が必要になると国
際ロータリーは推計しています。過去 30 年以上の
累計額を超える金額が 1 年で必要になるというの
です。これが非常に大事な点と考えています。毎年、
安定的にロータリーが資金を拠出してポリオの再
感染を食い止めている、それを止めると発生しうる
社会的なコストが莫大である。これこそが、今後も
ポリオプラスの為の募金及び活動を続けていく今
日的な意味合いであると考えています。
本日のお話しを纏めて表現しますと「気付きと実
行」だと思っています。つまり、ロータリーがポリ
オ根絶活動を続けていく今日的な意味に正しく「気
付いて」いただき、その気付きに基づいて正しい行
動、つまり根絶活動と募金を実行、継続していただ
くことが本日のお話しの要旨となります。皆様の引
き続きのご理解とご協力を宜しくお願いいたしま
す。ご清聴ありがとうございました。
卓話者 地区ポリオプラス委員長 川松保夫様

地区懇親ゴルフ決勝大会 報告

渡邉会長より守屋直前会長、影山幹事より高橋史郎
直前幹事に、クラブより記念品と花束を贈りまし
た。
2021 年 11 月 19 日（金）千葉カントリークラブに於
いて、今年度は当クラブがホストを務め、地区懇親
ゴルフ決勝大会を開催しました。
出場クラブは、東京中央分区より新都心・東京・城
北、北分区より上野・王子・後楽、東分区より臨海
西・江北・臨海、武蔵野分区より田無・東久留米、
多摩分区より青梅・東村山（各分区懇親ゴルフ大会
の順位順）の１３クラブで 105 名が登録、104 名が
参加しました。
当日はゴルフ
日和の晴天で
した。

団体戦優勝 369.6、
準優勝370.00 と0.4
ポイント差で優勝
を逃がしてしまい
ました。
次年度は是非、優勝
カップを取り戻し
て下さい！！

ミーティング中

小林実行委員長

渡邉会長

個人戦優勝は志水守氏（青梅）、2 位は石山敬氏
（東村山）、3 位は安藤公一氏（東京）、4 位は 本
多信雄氏（臨海）、5 位は平野裕明氏（東村山）。
当クラブは、人見君（9 位）、松井君（11 位）、
高橋史郎君（23 位）、影山君（28 位）でした。
ホストとして 6 時 15 分に集合。ゴルフの登録は
渡邉会長、影山幹事、小林実行委員長、張副実行
委員長、実行委員の細沼君、高橋（秀）君、芦川
君。会員参加は、今井君、人見君、追分君、高橋
（史）君、松井君、君塚君のトータル 13 名と、海
老沼君、樽澤君、守屋君、張替君、中山君の 5 名
がお手伝い下さいました。

・・・・表彰式・・・・

2021-22 年度ホスト： 東京江北ロータリークラブ

ホストの御印として東京江北
ロータリークラブのタスキ
と、創立 60 周年記念品とし
て作成したオリジナルのエン
ブレムを付けて、おもてなし
をしました。

表彰式は、コロナ禍での決勝大会となりましたの
で、各クラブ各 4 名が出席して行われました。
団体戦の優勝
は、東京東村山
ロータリーク
ラブ、準優勝は
東京江北ロー
タリークラブ、
３位は東京城
北ロータリー
クラブでした。

本大会は大きな
アクシデントも
なく無事に終了
する事が出来ま
（中央）千葉カン支配人 小糸様
した。
ゴルフに出席した皆様、お手伝いの皆様、朝早く
から一日ありがとうございました。また千葉カン
トリークラブ野田コース支配人の小糸様、ありが
とうございました。

・・・・帰路・・・

団体戦優勝 東村山

帰路は少々渋滞が
ございましたが、
夕日が赤く、綺麗
に空を染めていま
した。
地区懇親ゴルフ決
勝大会と夕日の
写真は樽澤会員よりご提供いただきました。

