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本日の行事予定 (2017 年 7 月 7 日) 

第 3112 回例会 

≪新年度初例会≫ 

 
先回の記録（例会） 

第 3111 回 ’17 年 6 月 30 日（金）晴れ 

≪納 会≫ 

ストレッチ体操 中村陽介君 
ロータリーソング 「津島ロータリークラブの歌」 
ソングリーダー  伊藤幸蔵君 
会 員 総 数  67名   6月 2日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員    10名 
本日出席会員  61名    MAKEUP会 員     9名 
本日の出席率  91.04％  訂 正出席 率   100％ 
超 過 出 席 相羽あつ子君、浅井彦治君、後藤
亨君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤基君、伊藤哲
朗君、加藤則之君、野々山勝也君、佐藤敬治君、
杦田勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一
君、宇佐美三郎君、山田勝弘君、八谷潤一君（第
15回役員・理事・委員長会議）、猪飼充利君、伊
藤哲朗君、野々山勝也君、佐藤敬治君、寺田晏章
君、寺島淳一君、山田勝弘君（津島ＲＣ創立 65
周年実行委員会）、浅井彦治君、幅辰雄君、稲垣
宏高君、伊藤幸蔵君、伊藤哲朗君、児玉昭君、三
谷栄一君、水野憲雄君、野々山勝也君、坂井裕君、
佐藤敬治君、篠田廣君、高木輝和君、矢田潔君、
山田勝弘君、山本達彦君（ゴルフ納会）、相羽あ
つ子君、浅井彦治君、後藤亨君、飯村理君、伊藤
哲朗君、加藤隆朗君、三谷栄一君、佐藤敬治君、
杦田勝彦君、鈴木吉男君、田中正明君、寺島淳一
君、山田勝弘君、八谷潤一君（今年度役員・理事・
委員長会議打上げ）、浅井彦治君、伊藤哲朗君、
加藤則之君、篠田廣君、住田正幸君、田中正明君、
山田章博君、山田勝弘君、山本達彦君（ニコボッ
クス委員会） 
 
 
 
 
 

 

 会長挨拶 

浅井彦治会長 

本日は今年度の最終納会

の例会になりました。1年間

大変ご迷惑やらお世話にな

りました。大変楽しい思い出

多い 1年でした。 

幹事の田中君や副会長の

加藤君、Ｓ.Ａ.Ａ.の後藤先

生はじめ理事会のメンバー

には大変お世話になりました。 

ジョン.Ｆ.ジャーム会長の「人類に奉仕するロ

ータリー」の精神や、服部ガバナーの「ロータリ

ーブランドである親睦、高潔性、多様性、リーダ

ーシップ、奉仕」を広めることができたかはあま

り実感できませんが、自分に対峙する良い機会を

お与えいただいたと思います。 

アフリカに伝わる諺を紹介して終わりたいと思

います。 

「もしあなたが、急いで行きたいなら、一人でい

け。しかし、もしあなたが、遠くへ行きたいなら、

一緒にいけ」 

本会のような素晴らしい会に入会させていただ

き 25年になります。その間いろいろな出来事があ

りましたが、少なからず皆様方に大変お世話にな

って参りました。本年度会長をつとめさせていた

だきまして、今後の人生にとって良い勉強ができ

ました。でき得る限り皆さんと今後も末永くご一

緒させていただきたいと思います。どうか皆様も

健康にご留意いただきまして、ロータリー活動に

参加されながら素晴らしい人生をお過ごしいただ

きたいと思います。私もそれを見習いながら今後

も生きていこうと思います。 

次年度の佐藤会長の活躍

をお祈り申し上げて、最後

の挨拶とさせていただきま

す。本当にありがとうござ

いました。 
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幹事報告 

田中正明幹事 

 本日の例会は納会でご

ざいます。 

 本日、今年度国際奉仕

委員会が養老の藤太に

て開催されます。 

 7 月 3 日(月)、次年度

ロータリー財団委員会

が午後 6 時より辰巳で開催されます。同じく

3 日(月)に、地区危機管理委員会がガバナー

事務所にて開催されます。午後 3 時より午後

5 時までということでございます。鈴木吉男

地区委員にご出席いただきます。 

 7 月 5 日(水)、今年度の青少年奉仕委員会が

午後 6 時より、さかな屋道場津島店にて 開

催されます。 

 次回の例会は次年度初例会となります。なお、

例会終了後、役員・理事・委員長会議が開催

されますので、次年度理事会

関係の方はご出席いただきま

すようご案内いたします。 

 ７月のロータリーレートは

＄1＝\111となります。 

 

【退任の挨拶】 

幹事を 1 年間務めさせていただき、大勢の方と

知り合い、またクラブの皆様とも共有できる時間

が多く、さまざまなことでご指導・ご協力をいた

だき誠にありがとうございました。自分にとって

良い勉強ができた 1 年でありました。ご迷惑をお

かけすることも多々あったと思いますが、ロータ

リーの友情をもってお許しいただければ幸いです。 

今後とも、公私ともによろしくお願い申し上げ

ます。 

 
   退任の挨拶 

加藤則之副会長 

 浅井会長が表彰を受ける

ということで、会長代理の挨

拶をさせていただいたこと

があり、夜中に頭をひねった

覚えがあります。実は副会長

が何もやらないということ

は、会がうまくいっていたと

いうことだと、浅井会長と合意を得ましたので、

私もそれなりの機能を果たしたようです。 

最後だけは有終の美を果たしたいと思いますの

で、委員会の打上げとか

には積極的に参加しよ

うと思っております。皆

さん本当にありがとう

ございました。 

 

ニコボックス報告 第 3111回分 

伊藤哲朗ニコボックス委員長 

浅井彦治会長、加藤則之副

会長、田中正明幹事 ①1

年間、会員の皆様にはお世

話になりました。ありがと

うございました。②山田章

博さん、 ありがとうござ

いました。今後のご活躍を

お祈りします。 

浅井彦治君 美と健康のＡ

ＳＡＩをオープンしました。

今後もよろしくお願いいたします。 

余郷達也君 浅井会長、田中幹事、お疲れ様でし

た。なかなか出席できず申し訳ありません。 

相羽あつ子君、飯村理君、猪飼充利君、伊藤哲朗

君、加藤隆朗君、後藤亨君、佐藤敬治君、杦田勝

彦君、寺島淳一君、堀田力男君、三谷栄一君、山

田勝弘君、会員の皆さん、1 年間ありがとうござ

いました。 

生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤雅昭君、伊藤祥

文君、大河内勝彦君、梶浦興蔵君、河西あつ子

君、児玉昭君、小林啓子君、坂井裕君、篠田廣

君、住田正幸君、高木輝和君、長田一郎君、根

﨑健一君、野々山勝也君、服部貴君、幅辰雄君、

古川弘一君、松本浩義君、水野憲雄君、安江正

博君、矢田潔君、山田公男君、横井知代君、余

郷利彦君、吉田康裕君 会長はじめ、役員・理事・

委員長の皆さん、1年間ご苦労様でした。 

浅井賢次君 ①息子・彦治が加藤副会長、田中幹

事、役員、会員並びに事務局・庄司さん、佐藤さ

ん方のご協力ご支援ご指導をいただき、ロータリ

ークラブ会長の職を 1 年間無事つとめさせていた

だきありがとうございました。深く感謝申し上げ

ます。肩の荷が下り「ホッ」としました。 

②遠隔地出席表彰、ありがとうございました。 

高木輝和君 遠隔地出席表彰をうけました。 

山田章博君 3 年間お世話になりました。ありが

とうございました。 

寺田晏章君 山田君、元気で活躍してください。

柴田君、今後共よろしく 

相羽あつ子君、山本達彦君、佐藤敬治君、根﨑健

一君、中村陽介君、伊藤哲朗君 山田さんいろい

ろとありがとうございました。新天地でのご活躍

ご祈念申し上げます。 

加藤泰一郎君 この 1年、無事に出席できました。

また次年度もよろしく！ 

山田勝弘君 幹事会でご迷惑をおかけしました。 

宇佐美三郎君 商工会議所の総会が無事終わりま

した。 

長田一郎君 ミャンマーの広告付郵便ポストが日

本経済新聞と中日新聞に平成 29 年 6月 28日の朝

刊で紹介されました。 
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鈴木吉男君 ロータリー情報委員長として充分に

ロータリー会員の皆様に情報提供ができませんで

した。反省、反省、もう 1つ反省。 

伊藤祥文君、加藤隆朗君、前田昭生君 ウィーク

リーに写真がのりまして。 

根﨑健一君 その他。 

 
その他 

 6 月 8 日のゴルフ会で優勝した野々山勝也君が

会長杯に輝き、金メダルが贈られました。 

 また2016-17年度は津島ＲＣ特別賞として､目標

を大幅に超えたニコボックス委員会と、台北滬尾

ＲＣとの姉妹締結更新や記念植樹、さ

らに台北滬尾ＲＣと行うグローバルグ

ラント事業の申請準備に活躍した国際

奉仕委員会に金メダルが贈られました。 

 おめでとうございます！ そしてご

苦労様でございました！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【遠隔地出席賞】 

 2016-17 年度に海外のロータリークラブ例会に

出席した浅井賢次君と高木輝和君に、遠隔地出席

賞が贈られ、ひとことお話をしていただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

浅井賢次君 

ハワイ・ホノルルのアラモ

アナＲＣへ行きました。ニュ

ーヨークで大学の先生をして

おられる女性や、弁護士さん

には、ハワイへ行くたびに本

当に親しくしてもらっていま

す。海外へ行ったときにロータリークラブを訪れ

るのが、何よりの私の生き甲斐です。今日はあり

がとうございました。 

 

 高木輝和君 

アフリカの人はものすごく

太っていて、ロータリークラ

ブの人は特に太っております。

ナイロビのウツミシＲＣの会

長は私の 3 倍くらいありまし

て(!)、その人と握手をして、

ガイドが津島の話をしたりす

るとだんだん強く握ってくるんですね。こんな小

さな手がヤツデのような手で握られると、骨が折

れるかと思うくらい。 

 マダガスカルのアンタナナリヴＲＣには女性が

3 人いまして、3 人とも太ってるんで

す。ハグすると、岩とハグしてるみた

いです。顔は黒いけど、目も手のひら

も真っ白、笑うと歯も真っ白ですから

ものすごく可愛いんです。 

 来年早々に、また私の「生まれ故郷アフリカ」

のナミビアというところに行く予定です。砂漠が

大変美しいところで、砂漠そのものがダイヤモン

ドだと言われています。その砂漠にはゾウが 500

頭ぐらいしかいません。 

 余郷さんは元気にしておられますが、私の方が

先に逝く予定してますんで、それが私の最後のア

フリカ旅行ということになります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ストレッチ体操 

中村陽介君 

伊藤幸蔵君がソング

リーダーでした 

1年間、例会次第を

作成した杦田勝彦

会場委員長 

河西あつ子親睦活動

委員から出席報告。た

くさんの超過出席会

員がいました 

左から伊藤哲朗ニコボックス委員長、寺島淳一

国際奉仕委員長、野々山勝也君、浅井彦治会長 
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次回例会 

第 3113 回 ’17年 7 月 14 日 (金) 

≪クラブアッセンブリⅠ≫ 

※委員長の皆さんは、1 年間の活動予定 

等の発表をお願いします。 

お知らせ 
■第 17回天王子ども塾「祭りを学ぶⅢ」 
【第 1部】 
と き：7月 9日（日）9：00～16：00 
ところ：わざ・語り・伝承の館 

【第 2部】 
と き：7月 23日（日）8：30～12：00 
ところ：伝承の館集合／観光船乗船 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ロータリーニュース（6月 21日） 

 

 

 

世界保健機関（ＷＨＯ）によると、6 月、ワク

チン由来ウイルスによるポリオの症例が、シリア

では少なくとも 22件、コンゴ民主共和国では少な

くとも 4 件が確認されています。現在、この事態

に早急に対応するため、両国では世界ポリオ撲滅

推進活動（ＧＰＥＩ）によりさらなる予防接種活

動と現地調査が行われています。ＷＨＯによると、

ウイルス拡散を防ぐため、近隣国でも調査と予防

接種が強化されています。 

新たな症例が確認された一方で、ポリオ撲滅に

向けた懸命な取り組みにより、現時点までに報告

された症例数は過去最少となっています。先日ア

トランタ（米国）で開かれたロータリー国際大会

では、寄付国や寄付団体がポリオ撲滅に 12億ドル

を寄付することを約束し、取り組みにさらなる拍

車がかかると期待されています。  

ワクチン由来ウイルスによるポリオ発症はまれ

で、特定の状況においてのみ起こります。ポリオ

ウイルスの病原性を弱めて作られた経口ワクチン

（生ワクチン）は、まひ症状を引き起こさずに、

免疫を高める効果があります。ワクチンの投与後、

弱められたウイルスが子どもの腸内で増殖し、そ

の後で排泄されます。衛生環境の乏しい地域では、

この排泄物に含まれるウイルスにほかの子どもが

感染する可能性がありますが、これはその子ども

の免疫を高めることにもなるため、必ずしも悪い

ことではありません。免疫のない（弱い）子ども

がこのウイルスに感染しない限り、ウイルスはい

ずれ自然に消滅します。 

しかし、予防接種率が低い地域では問題が生じ

ます。ワクチン由来ポリオウイルスが予防接種を

受けていない子どもや十分な免疫力のない子ども

を通じて広がる恐れがあるからです。ウイルスは、

長期にわたって（少なくとも 12カ月）伝播すると、

まひを引き起こすほど強力なウイルス株へと変異

する可能性があります。 

経口ワクチンの使用により、1988年以来、ポリ

オ発症数は 99.9％減少しました。野生型ポリオウ

イルスによるリスクは、ワクチン由来ウイルス伝

播による発症のリスクと比べ、ずっと大きいと言

えます。野生型ポリオウイルスが撲滅されれば、

ワクチンの使用を中止することができます。野生

型ポリオウイルスによる症例が見られるのは、ポ

リオ常在国（アフガニスタン、ナイジェリア、パ

キスタンの 3カ国）だけで、2017年の現時点でわ

ずか 6 件にとどまっています。これは、歴史上最

も少ない数であり、症例が確認された地域も地理

的にかつてないほど狭まっています。 

ワクチンには「経口ワクチン」と「不活化ワク

チン」の 2 種類があります。経口ワクチンは、1

型、2型、3型のウイルスに対して免疫を高める効

果があります。2 型の野生ポリオウイルスは 1999

年に撲滅されたため、現在のワクチンには 1 型と

3 型のみが含まれています。2 型を除いたことで、

1 型と 3 型に対してより迅速に、強力な免疫を付

与できます。注射の不活化ワクチンは、不活化さ

れたウイルスを含んでいるため、発症を引き起こ

すことはありません。 

 
7月の例会変更追加 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

横井知代次年度親睦活動委

員長より、次年度は会員の

配偶者の方への誕生祝いを

会員から直接手渡ししてい

ただくようお願いしまし

た。 

 

朝日寿し 

弁当 → 

転勤のため退会する

山田章博君 

3年間ありがとう 

ございました！ 

皆様のご健康と 

ご活躍を祈って乾杯！ 

最近のポリオ症例について理解する 

クラブ名 日 曜 サイン受付 

名古屋昭和 RC 7/10 月 名古屋東急ホテル 

一宮中央 RC 7/12 水 一宮商工会議所㌱(夜) 

名古屋和合 RC 7/12 水 ｳｪｽﾃｨﾝﾅｺﾞﾔｷｬｯｽﾙ 

名古屋丸の内 RC 7/13 木 名古屋ｸﾚｽﾄﾝﾎﾃﾙ 

名古屋東南 RC 7/26 水 ﾏﾘｵｯﾄｱｿｼｱﾎﾃﾙ 2F 

名古屋ｱｲﾘｽ RC 7/26 水 ANA ｸﾞﾗﾝｺｰﾄ名古屋 

 


