
第 1773 回例会 

5 月 27 日 №41 

 

●姉妹クラブ 

 龍仁ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 3600 地区 

●姉妹クラブ 

 千曲川ロータリークラブ 

 国際ロータリー第 2600 地区 

●提唱インターアクトクラブ 

 光明学園相模原高等学校 

 インターアクトクラブ 

                                     
 
 
 
 
 
 
 
     
 
 
 
 
         
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 

     

            

昨日、急に卓話の変更依頼があり、今年度も 
残り少なく、他に代理者の手配もできなかった 
ため、私に回ってきたようです。「誰もできる 
人がいなかったら、やります。」と伝えたら、 
了解したことになってしまい、永保会員からも 
お礼の電話をいただきました。 

      今回、卓話は実に久し振りです。前年度はゲ 
スト卓話者を依頼し、その前々年度は会長、更 
にその前は会長エレクトや幹事ということで、

フリーの卓話は 5 年振りくらいになります。 
また本日の例会は報告事項も少なく、卓話時 

間が 30 分もあり、１つのテーマでは飽きてし 
まうので、いくつかのテーマでお話しします。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
金沢 邦光 

会長時には「会長の時間」で、毎週テーマを 
探すのに必死です。その経験からか、気になる 
記事をストックしていて、その中に“ポリオ” 
に関する記事が、日本経済新聞の「春秋」に掲 
載されていたので、ご紹介します。（2014.5.8） 
「安保反対デモで騒然となった 1960 年は、ポ 

リオ大流行の年として、日本の戦後史に刻まれ 

ている。もっぱら、小児マヒと呼ばれたこの感 

染症の患者は、その年に 5000 人を超え、300 人 

余が亡くなった。 

流行が続く中で劇的な効果をもたらしたのが、 

ソ連などから輸入した生ワクチンで、当時は米 

ソ冷戦の真っ最中で調達に慎重な声もあったが、 
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厚相大臣が決断を下して、1300 万人分の緊急輸入 

が実現して、1980 年を最後に日本でのポリオ患者 

は出ていない。 

近年はワクチンも改良され、人類のポリオ根絶 

はもう一息、のはずだが敵はしぶとい。世界保健 

機関（WHO）は先日、パキスタンやシリアなど 10 

か国で、感染が拡大しつつあると緊急事態宣言を 

出した。WHO は、2000 年をポリオ根絶の目標に 

していたが達成できず、ここへきて状況はむしろ 

悪くなっているようだ。 

     背景には甚だしい貧困があり、戦争や内乱があ 

    る。それでも国際社会の力を集めて、ウィルスに 

    挑まねばならない。2009 年に世界の患者の半数を 

抱えたインドは、その後わずか数年でポリオ制圧 

を果たした。危機は、きっと克服できると事実が 

教えている。」 

 以上が概要ですが、何故ここにロータリーの支 
援活動は出てこないのかと思いました。こういっ 
た新聞に掲載されれば、ロータリーを広く広報で 
きるのに、大変残念に思います。 

 
     次に、私の業界での会合で、以前 RC の会員だ 

った 85 才になる方が、長生きの秘訣をお話しさ 
れ、「寿命と人生」というチェックリストを配ら 
れましたので、本日持参しました。（会員配布） 

リストをご覧頂くと、男性の場合、75 才にポイ 
ントを足した（または引いた）年が、自分の寿命 
になるそうです。遺伝要因やライフスタイルなど 
は、なかなか変えようもないですが、健康上の習 
慣や態度要因は、心掛け次第で変えることができ 
ると思います。特に、私が注目したのは、24 番で 
「常に恋をしている ＋4 点」です！ 

リストをよく見て頂き、自分がどこまで頑張れ 
るのか、改善の余地はあるように思います。因み 
に、私の寿命は 82 才でした・・。 

 
     最後に、私は現在、地区ロータリー平和フェロ

ー委員会の委員をしていますので、現況報告を少

しさせて頂きます。 
     タイから来ている、平和フェローのBeeさんも、

今年6月に ICU（国際基督教大学）を卒業します。

ほとんどの平和フェローは、自国に帰国予定です 
 

 
 
が、Bee さんは日本に残りたいようです。 

Bee さんは 11 期生であり、11 期生は 13 名が 
日本に来日しました。現在は 12 期生の 10 人が 
在学しております。そして、今年新たに 13 期生 
の 8 名が入学します。 
 12 期生の 10 人の国籍は、半数の 5 名がアメリ 
カで、20～30 代でしたが、今回入学する 13 期生 
の国籍はアメリカ、ブラジル、スペイン、イギリ 
ス、インド、スリランカ、ドミニカと変化に富ん 
でいて、年齢も 8 名の内、2 名は 40 代です。当 
地区はインドからの女性で 27 才です。内訳は女 
性 5 人、男性 3 人で、最近は米山奨学生でも、青 
少年交換でも女性が圧倒的に多いようです。 
 また皆様は、平和フェローに 2 年間でロータリ 
ーがどの位の支援をしているかをご存知でしょう 
か？ 生活費や旅費、学費などの経費で、2 年間 
で約 800 万円掛かるそうです。 
必要な資格条件などはありますが、これだけの 

支援を受けることができますので、心当たりの方 
がいれば、ぜひご推薦頂きたいと思います。 

（概要にて掲載） 
＜ロータリー平和フェローシップとは＞ 

 ロータリーは毎年、世界各地の大学に設置され 

た「ロータリー平和センター」で、平和と紛争解 

決の分野の修士号または専門能力開発修了証を取 

得するための奨学金を提供しています。このフェ 

ローシップで留学する人はフェローと呼ばれ、平 

和構築の第一線で活躍しています。 

 
 
 
直前会長            江成 利夫 

 本日は瀬戸会長が仕事で 
都合がつかず、急遽代理を 
依頼されました。会長より 
先日の「会長幹事会」の報 
告をして頂きたいとのこと 
で原稿を預りましたので、 
報告させて頂きます。 
「5/20 日会長幹事会報告」 

○寄付金について 

 毎回ですが、寄付金状況の報告がありました。 
 



 
  

中 RC の現況は、(目標は期初の会員数による) 
・ロータリー財団 目標 200 ㌦×29 名＝5.800 ㌦ 

現在 4528 ドルで、あと 6 名分 
・米山奨学会  目標２万円×29 名＝580.000 円  

現在 486.000 円で、あと 5 名分 
・ポリオ寄付  目標 40 ㌦×29 名＝1160 ㌦ 

現在 0 円で、あと 29 名分 
以上であります。私もポリオ寄付を忘れておりま 
した。6 月は強化して参りたいと思いますので、 
ご協力宜しくお願いします。 
○End･Polio･Now キャンペーンの活動報告 

平成 25 年 8 月に開催された「あつぎ鮎祭り」 
    を皮切りに、今月の 17 日に開催された「由比ガ 
    浜ビーチフェスタ」までの 1 年間で集まった募金 

額は、2,103,630 円になります。 
配布した RC パンフレットは、14.000 部に上っ 

たそうです。各イベントの来場者数も掲載してお 
り、主だった所は「あつぎ鮎まつり」が 20 万人。 
「藤沢市民まつり」で 8 万人。わが町「伊勢原道 
灌まつり」で 10 万人の中、「相模原市民桜まつり」 
は何と 46 万人だったそうです。改めて規模の大 
きさに感心しました。 

相模原地区の多くの方々に、ロータリーを知っ 
て頂けたのではないかと思います。次年度も、ぜ 
ひ継続したいものです。 

最後に、新クラブ「相模原橋本 RC」の報告が 
ありました。認証状伝達式が 6 月 22 日（日）に 
行われます。例会は、7 月から開始するそうで、 
例会場は橋本駅北口の近辺（まだ正式に決まって 
いない）だそうです。例会日は木曜と金曜を週ご 
とに交互に行い、昼・夜も上手く組み合わせて、 
会員の出席率の向上を目指すそうですが、なかな 
かメイクしづらそうです。 （一部要約にて掲載） 
 
 
 
●江成直前会長、豊岡幹事 
 本日は、ピンチヒッターが目立つ例会となりそ 
 うです。たまには、こんな日もありますね・・。 
 淋しいですが、盛り上がっていきましょう！ 
●早川 正彦会員 

     本日は結婚記念日祝を有難うございました。 
 

 
 
●佐々木 敏尚会員 
 本日は入会記念日祝を頂きまして、有難うござ 
 いました。入会して 3 年が経ちました。今後と 
 も宜しくお願い申し上げます。 
●竹田 繁会員 
①先週は結婚記念日を祝って頂きまして、ありが 
 とうございます。 
②金沢会員、佐々木敏尚会員、入会記念日おめで 
 とうございます。 
●金沢 邦光会員 
①入会記念日祝、有難うございます。丸 10 年に 
 なります。若手と言ってもらえない年令になっ 
 てきました・・。 
②卓話させて頂きます。宜しくお願いします！ 
●神田 達治会員 
①金沢さん、佐々木敏尚さん、入会記念日祝おめ 
 でとうございます。 
②金沢さん、卓話楽しみにしています。 
●阿部 毅会員 
①本日、急遽お願いしました金沢会員、卓話よろ 
 しくお願いします。 
②結婚記念日祝の竹田会員、早川会員、入会記念 
 日祝の金沢会員、佐々木敏尚会員、おめでとう 
 ございます。 
●中里 和男会員 
①金沢会員の卓話を楽しみにしています。 
②入会記念日祝の皆様、おめでとうございます。 
●甲斐 美利会員 
①金沢さん、卓話楽しみにしています。 
②本日、入会記念日祝を受けられた佐々木敏尚さ 
 ん、金沢さん、おめでとうございます。 
●小野 孝会員 
①入会記念日祝の金沢さん、佐々木敏尚さん、 
 おめでとうございます。 
②卓話の金沢さん、楽しみにしています。 
●伊倉 正光会員 
①金沢会員の卓話楽しみにしています。 
②入会記念日祝の方々、おめでとうございます。 
●最住 悦子会員 
①5 月入会記念日祝の皆様おめでとうございます。 
②金沢さん、卓話楽しみにしています。 

今年度のスマイル累計額 ８７８，１００円 
 



     

 

報告事項  

    １．第２７８０地区ガバナー事務所より 

①ローターアクト地区協議会開催のご案内 

     ローターアクト地区協議会が、下記日程にて開 

催されますので、激励を兼ねてご出席をお願い 

 致します。 

日時：6月 15日（日）14:30～17:00   

場所：玉縄生涯学習センター（鎌倉市） 

登録料：2,000円  登録締切：5月 31 日 

  

２．相模原橋本 RC「認証状伝達式」のご案内 

 日時：6月 22日（日） 17:00～式典   

場所：「セレス相模原」にて 

  

例会記録 

点  鐘  １２時３０分 

場  所  相模原市民会館「あじさいの間」 

司  会   丸子 勝基ＳＡＡ 

斉  唱  ロータリーソング「我らの生業」 

ソングリーダー 最住 悦子会員 

ビジター    おりません 

例会プログラム 

６月 ３日卓話 櫻内 康裕会員 

         定例理事役員会（現・次年度合同） 

      ＊７日奉仕活動「セラピー犬」 

         特別養護老人ホーム「幸園」にて 

      １０日卓話 永保 固紀会員 

 １７日クラブ協議会「今年度活動のまとめ」 

     担当：会長、各委員長 

 

出席報告 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「入会記念日祝」 

・金沢 邦光会員 2004 年 5 月 18 日 

・佐々木敏尚会員 2011 年 5 月 10 日 

「結婚記念日祝」（先週分） 

・竹田  繁会員 5 月 20 日 

・早川 正彦会員 5 月 27 日 

 

＜お祝ショートスピーチ＞  （要約にて掲載） 

○竹田会員：先週は仙台へ行っていて欠席でした 

たが、お祝をして頂き、有難うございました。 

何とか続いており、毎年こうして祝って頂ける 

のは RCだけです。健康に気をつけ頑張ります。 

○早川会員：子供も親離れをし、家に帰ると 2人 

 だけで、会話もあまりなくて・・。年齢的にも 

健康面を考えつつ・・、豊岡会員 よろしく?! 

○佐々木敏尚会員：入会して 3年が経ちますが、 

 司法試験の受験生活が長かったので、こうした 

 RCの場で、いろいろな方の話を伺ったりして、 

 良い経験となっています。 

○金沢会員：入会して丸 10年になりますが、結 

婚した直後の入会でした。当時（10年前）は、 

クラブの雰囲気は良くなかったと言った私の感 

想が昨年の会報に掲載されていましたが、今は 

とっても良い雰囲気だと言いたかった訳です！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

会 員 出席（出席対象 19名） 事前メイク者 

２８名 ２1名 ２名 

欠席者 本日の出席率 修正出席率 

４名 ８５．１９％ １００％ 

●事務局 〒252-0239 相模原市中央区中央 3-12-3    ●例会日 毎週火曜日 12:30～13:30 

相模原商工会館３Ｆ  ●編 集（親睦活動委員会）  

TEL 042-758-5750 FAX 042-758-1605      委員長   菊地 啓之 

●例会場 相模原市民会館「あじさいの間」            副委員長  竹田  繁 

〒252-0239 相模原市中央区中央 3-13-15        委 員  中里和男、佐々木裕、老沼秀夫 

TEL 042-752-4710 FAX 042-753-2000                阿部 毅、最住悦子、田後隆二 

●E-mail: rotary@tbg.t-com.ne.jp           ●http://sagamihara-naka.sakura.ne.jp 
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