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今週のプログラム
次週のプログラム
（２０１６年 ７月２１日

第８４６回例会）

社会奉仕委員会活動方針

山下聰一郎委員長

職業奉仕委員会活動方針

山本友亮委員長

青少年奉仕委員会活動方針

木下吉宏委員長

（２０１６年 ７月２８日 第８４７回例会）
卓話
担当

「親の心子知らず」
柳原健治会員

第８４５回例会 （２０１６年 ７月１４日）の記録
＜会長の時間＞

黒川彰夫会長

RI 会長からのメッセージとして、John F. Germ 氏は「私たちは今、ロータリーの岐路に立ってい
ます。 ロータリー史において最も素晴らしい日が、今年度にやって来るかもしれません。今年度こそ、
ポリオ撲滅が実現する可能性があるのです。南アジア全域、そしてアフリカ全域からポリオがなくな
りました。現在も野生型ポリオウイルスが見られるのは、アフガニスタンとパキスタンの 2 カ国のみ
となっていますが、両国ともにロータリーの支援を受けながら全力を尽くしており、今年度こそ野生
型ポリオウイルスをなくすために努力を続けています」と力強く訴えておられます。
ところで、ポリオとは急性灰白髄炎のことで、ポリオウイルスが人の口の中に入り、腸の中で増え
ることで感染し、ウイルスが再び便から他の人に感染します。乳幼児が係りやすい病気です。
感染しても９０％は無症状で、４～８％は軽症であり風邪のような症状や胃腸症状が見られます。
感染者の１～２%に髄膜炎症状が見られ、0.1～２%が麻痺型ポリオとなります。特に下肢の麻痺が起き
ることが多く、１２か月過ぎても麻痺が残る例は、永続的に後遺症が残る可能性があります。
WHO によると現在も「野生型ポリオウイルスもしくはワクチン由来ウイルスを感染輸出している国」
は、パキスタンとアフガニスタンだけです。
「国内での発生はあるが感染輸出のない国」として、ナイ
ジェリア、ウクライナ、ギニア、マダガスカル及びラオスがあります。ところで、
「ワクチン由来ポリ
オウイルスの出現と伝播が起こりやすい国」として、ソマリア、エチオピア、シリア、イラク、イス
ラエル、赤道ギニア、カメルーン及び南スーダンが対象になっています。まだまだ安心はできないの
です。Germ 会長の夢はまだまだ先のことになりそうですが、私達も Polio Plus に協力しましょう。

＜お客様＞

＜出席報告＞

松田親男出席担当

＜ロータリーソング＞

全会員

夏は来ぬ
会員数（内出席免除会員 4 名）

24 名

本日の出席者数（内免除会員１名） 19 名

＜ピアノ演奏＞

近藤美里さん

本日の出席率

90.48 %

1 見上げてごらん夜の星を

前々回 6 月 30 日の修正出席率

90.48 %

2 涙そうそう

6 月のﾎｰﾑｸﾗﾌﾞ出席率

83.95 %

3 浜辺の歌

6 月の平均出席率

87.65 %

＜幹事報告＞
1

木下健治幹事

国際基督教大学より献学 60 周年記念事業の終了報告と、東ヶ崎潔記念ダイアログハウス募金へ
の御礼状が参りました。

2

7 月 7 日理事会記録報告
① クラブの現況について
② 今年度行事について

提出状況一覧の通り。7/21 までに木下（健）まで各自提出。
・8/18：社会奉仕・クラブ奉仕フォーラム
・8/25：国際奉仕フォーラム（卓話者 山本加奈子先生）
・7/28 卓話者：山田会員→柳原会員にできるか依頼→変更 OK(7/8)

③ その他

・戦略委員会は設置せず会員委員会に含めることとし、名称を
「会員(戦略)委員会(増強・選考・分類)」とする。
・柳原会員は親睦委員会と実質的会計補佐となって頂けるか確認する。
・皆出席賞品を復活する。(ホームクラブ皆出席とメークアップ皆出席)
・20 周年記念事業・式典の予算取りをする→全員から第２四半期会費請求時
に「1 万円」徴収する。

3

クラブ事務局 PC の故障でご迷惑をおかけして申し訳ありません。復旧するまでのご連絡は FAX
もしくはお電話にてよろしくお願い致します。(事務局より)

4

IM 報告書が完成しました。皆様のメールボックスに配布致しました。

＜表彰等＞
・前幹事ピン 木下健治幹事から山本友亮前幹事へ贈呈
・ロータリー財団寄付表彰 第 1 回マルティプルポールハリスフェロー：小山会員 第 3 回マル
ティプルポールハリスフェロー：山下会員 第 8 回マルティプルポールハリスフェロー：相原会員

2016－2017 年度 委員会事業計画

[クラブ奉仕委員会]

山田 克子 クラブ奉仕委員長

2016－2017 年度 委員会事業計画

先週黒川会長より今期の千里メイプルＲＣの在り方、方針、目標を語って頂きました。
その方針をもとにクラブ奉仕委員会として会員の皆さんが千里メイプルＲＣライフを充実し
楽しんで頂けるよう、黒川会長のもと取り組んでいきたいと考えています。
当クラブのクラブ奉仕委員会構成は
親睦委員会（藤田委員長）
会報委員会（高尾委員長）
会員委員会（水本委員長）
情報委員会（小山委員長）からなります。
親睦に関しましては、私の勝手な理解ではありますが、黒川会長は節約も大事だが、
お金をかけるところはかけようと思っていらっしゃると考えています。
それは会社でもそうかもしれません。安い中古のクーラーであれば、一見、経費節減かもしれ
ません。でも結局はお金をかけなかったことでお粗末な結果、もしくは成果がでないこともあ
ることも多いのではないか。水漏れ、電気系統の故障、従業員が結局快適に過ごせないなど、
例として比較対象にはならないかもしれませんが、やはり親睦を深めるための内容の良い親睦
の企画には、お金がかかることも時にはあってよいのかもしれないと思います。見栄をはった
お金のかけ方でない企画を一緒に考えたいと思います。
会報委員会におきましては、担当者のふりわけやスムーズに会報が作成される為に、皆さん
の協力が必要になることと、黒川会長がおっしゃられていた今期の目標にあるレベルの高い卓
話の充実。その為には各自の卓話も含め、会報担当者がそれを記録に残す重要性を感じていま
す。
私事ですが、入会してまだ間もない頃にニ度、中西会員の卓話の会報担当をさせて頂きまし
た。大先輩の会員の卓話です。緊張しました。学生時代より耳を傾け聞き逃さぬよう必死でし
た。テープを何度も繰り返し聞き、何度も書いたものを読み返しました。
それでもそそっかしい私は誤字脱字を近藤さんや池田名誉会員のお力をお借りして仕上げてい
ただきました。
会報担当の緊張感、そして記録に残す事の責任と、どう言う事が無礼なのか、教えて頂くと
言うより、先輩の品格と内容などで、自分で感じさせていただいたと思っています。
会員委員会は増強・選考・分類、その中でも当クラブが今一番気がかりな増強の問題にも取
り組まなければなりません。今一度どう向き合ってこのクラブの心地よさと御縁をつなげるの
か、ただ増やすだけでは仕方がないことも皆さんと感じ、陰で一生懸命働きかけて下さってい
る仲間の会員に感謝しながら学ばせて頂いています。
情報委員会でおこなわれる広報・規定・雑誌・ＨＰもそうですが、外に向けての発信は
現代社会で千里メイプルをアピールするにも、ＰＲするにも重要な部門になるかと思います。
福島・ラオス支援を中心に各委員会の皆さんと共に充実した１年を送りたいと思っています。

「月の祭り」

［国際奉仕委員会］

藤田 芳浩 国際奉仕委員長

国際奉仕委員会は、ロータリー財団委員会、米山奨学委員会、国際奉仕プロジェクト委員会、国
際交流・青少年委員会によって構成されています。各委員会には、それぞれの目的と責任を担って
活動をお願いしておりますので、具体的には、各委員会の事業計画に沿って 1 年間積極的な活動を
目指したいと考えております。その中でも、我がクラブの国際奉仕活動の中心は、
「ラオスにおける
保健衛生支援」であり、その中心となって頂いているのが、2016 年 IM2 組ロータリーデーでもご
講演頂いた山本加奈子（川崎医療福祉大学 准教授）様です。
2016－2017 年度には、是非共、ラオス現地での支援奉仕活動を多くの会員と一緒に実現することが、
国際奉仕委員会・国際奉仕プロジェクト委員会の大きな責務と意識しています。その実現のために、
8 月 25 日に予定されています国際奉仕フォーラム例会に山本加奈子様の参加を頂き、今後の支援活
動の実態（奉仕活動の優先順位・ラオスの近況等）について、会員との意見交換をする場として企
画しております。この機会に会員の皆様が、支援奉仕活動及びラオスの近況に理解と興味を身近に
感じて頂き、今後の国際奉仕活動のエネルギーとしたいと思います。
国際奉仕委員会の各委員長、副委員長の皆様には、2016－2017 年度の 1 年間、是非共貴重なご意
見・ご協力を頂きますようお願い申し上げます。
［ロータリー財団委員会］
年次基金寄付

160＄/人

高尾 修 ロータリー財団委員長
ポリオプラス

60＄/人

野生型ポリオウイルス常在国は世界で 2 カ国となりました。ゲイツ財団と協力して、ポリオ撲滅
活動の推進にご協力をお願い致します。
［米山奨学委員会］

小山 富夫 米山奨学委員長（カウンセラー）

1953 年に発足した米山奨学会は民間の奨学金としては国内最大規模を誇っており、これまでに支
援した奨学生は累計で 2015 年 7 月現在 18,648 人にのぼります。そしてその出身国は世界 123 カ国
と地域に及んでいます。本クラブは従来から米山奨学事業に最大限の協力を行っており、今奨学年
度からも 2 年間にわたり韓国出身の大阪大学大学院工学研究科博士後期課程 2 年次 鄭珉贊(ｼﾞｮﾝ
ﾐﾝﾁｬﾝ)君を米山奨学生として受け入れています。彼の研究の進展と日本での快適な学生生活を願いバ
ックアップに務める予定です。奨学金支給期間内で博士(工学)の学位が取得できるよう研究に専念し
てほしいと願っています。
［国際奉仕プロジェクト委員会］

山田 克子 国際奉仕プロジェクト委員長

今期の国際奉仕プロジェクトは、かねてから黒川会長が目標にされている「ラオスへ行こう」を
実現に向けて、ラオスへ行く会員と行かない会員の温度差がないよう、各委員にラオスをもっと身
近に感じて頂き、またラオスへ行かれる会員の体調管理も含めてラオスに行くための計画、活動内
容の打ち合わせ、そして実行したいと考えています。よろしくお願い致します。
［国際交流・青少年委員会］

藤田 芳浩 国際交流・青少年委員長

国際交流・青少年委員会では、11 月に「留学生との交流会」を例年通り企画しております。具体
的な内容につきましては、過去の開催内容等を参考にして、趣のある例会になればと思っておりま
す。皆様のお知恵を拝借させて頂きます。

<ＳＡＡ>
＊スマイルボックス
藤田会員
黒川会長
コメント無

岸上和典SAA

親睦委員会の皆様、1年間よろしくお願いします！
梅雨あけはいつ？

山下会員・西本会員・

＊ロータリー財団
藤田会員
松田会員
コメント無

高尾ロータリー財団委員長、1年間よろしくお願いします。
つゆ明けはまだか？
高尾会員・山下会員・渡邊会員・相原会員・黒川会長

＊米山記念奨学会
水島会員
藤田会員
柳原会員
コメント無

各委員長様、活動方針よろしくお願いします。
小山米山奨学委員長よろしくお願いします。
帰ってきて早々に話をするのはちょっとしんどい。
高尾会員・小山会員・山下会員・渡邊会員・相原会員・黒川会長

＊ラオス基金
藤田会員
柳原会員
黒川会長
コメント無

国際奉仕プロジェクト、山田委員長1年間よろしくお願いします。
それにしても暑いですね～。
ラオスに行きます。
高尾会員・山下会員・西本会員

＊メイプル基金
水本会員
高尾会員
野崎会員
藤田会員
山田会員
柳原会員
村田会員
黒川会長
コメント無

山田克子様、先週はお世話になりました。
山田会員・藤田会員、卓話よろしく！
今年度もよろしくお願い致します。
本日、国際奉仕委員会活動方針、皆様よろしくお願いします！！
本日の活動方針よろしくお願い致します。
7／28卓話だそうです。
暑いです。
木下(健）さん、松田会長、ロータリーデーの報告書をありがとうございます。
山下会員・山本(友）会員・西本会員

＜編集後記・追加情報・ チョット一言・ライブラリー・etc＞

（担当 村田）

