
   

令和４年１１月２１日（月）第 2088 回例会 

19：00 開会点鐘   

ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞ 「我らの生業」 斉唱 

会長挨拶   松井 寛 会長 

幹事報告  竹澤 俊彦 幹事 

委員会報告 

  ① ロータリー情報委員会 

「これだけは知っておきたいﾛｰﾀﾘｰの基礎」    

本日の担当者：柿木会員 

  ② 出席報告 

③ ニコニコ箱 ﾛｰﾀﾘｰ財団 本日の寄付報告 

19：30  委員会 

「創立 45 周年記念式典について」 

     45 周年実行委員会 部門委員会 

20：00 閉会点鐘 

本日の例会  

令和４年１２月 ５日（月）第 2090 回例会 

移動例会 職場訪問事業 職業奉仕委員会 

 「坂井市議会見学」  

9：30 市役所集合 

令和４年１２月１２日（月）第 2091 回例会 
祝事 米山奨学金授与（１２月分） 

演奏会  「ハープとウクレレの夕べ」 

＜例会後 年次総会＞ 

令和４年１２月１９日（月）第 2092 回例会 

委員会 「後期の活動に向けて」 

令和４年１２月２６日（月）年末の為 休会 

今後の予定  

幹事報告  

≪ガバナー事務所より連絡≫ 

①メルボルン国際大会のご案内 

県下ロータリークラブ全て、ビジター受付はありません。 

ビジター受付のみ実施日    詳しくは https://rid2650-pub.com/ 

 

2022-2023 年度 令和４年１１月２１日発行 

次回の例会  

令和４年１１月２８日（月）第 2089 回例会 

外部卓話 「子どもシェルター・ 

自立援助ホームについて」 
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皆さんこんばんは。１１月５日土曜日午後５時から姉妹クラブ島原南ロータリークラ

ブと、第２７４０地区第７ガバナー補佐里脇岩男様の立会いのもと２０２０年７月１日

から２０２５年６月３０日の５年間の姉妹クラブ締結をしてまいりました。出席してい

ただいた７人の会員の方、林田千之会員、林田恒正会員、下田会員、柿木会員、西出会

員、八百山会員、竹吉会員、大変ご苦労様でした。２班に分かれて南島原に行きました

が、２泊３日の旅程となり、「遠いな」と、今回２回目となる訪問でも思いました。 
締結式の中では、締結の経緯を知らないメンバーが半分を占めている為、島原南ロー

タリークラブから経緯説明の要望があり、林田千之会員が説明をしました。高倉丸岡町

長時代の長門北有馬町長とのやり取りや、有馬商業高校の丸岡訪問など私たちの知らな

い話をしていただき大変勉強になりました。また、私個人としては有馬キリシタン遺産

記念館にあった有馬晴信の木造に「福井県丸岡町 台雲寺」と書いてあり、やはり丸岡 
と南島原の関係の深さを感じることができました。 
 今後も姉妹クラブを進めていくこととなれば、３年さかのぼって締結してまいりましたので２年後ということになり

ます。当クラブへ来ていただくこととなりますので、その際には会員の皆様で温かくお迎えしていただければ幸いかと

思います。 

松井 寛 会長挨拶                          １１月７日（月） 

【審議事項】       

① １２月プログラムについて  

② １２/５職場訪問事業について 

③ １２/１２職業講話について 

④ 2023 学年度奨学生の世話クラブ引受けについて 

          

第６回理事会報告                          １１月７日（月） 

日  時 内  容 

12/ 5（月） 
移動例会 職場訪問事業 職業奉仕委員会 

 「坂井市議会見学」 

12/12（月） 

祝事  米山奨学金授与（11 月分） 

外部卓話 

「マリンバとウクレレの夕べ」 

 

例会後 年次総会 

12/19（月） 委員会 「後期の事業に向けて」 

12/26（月） 年末の為 休会 

 
 

曽 則為（チャン・ザ・ウェイ）くん 

昨日、サンドーム福井で開催され

ていた全国グルメ博へ行きまし

た。僕は、九州のもつ鍋と横浜中

華街の小籠包を食べました。美味

しかったです。多くの人が訪れて

いて、にぎやかでした。このよう

な大きなイベントがまた福井で

開催して欲しいと思います。本日

はありがとうございました。 

米山奨学金授与    （11月分） １１月度祝事 

11/14 
米山奨学生 チャン君 22 

会 員 誕 生 日 

11/27 戸﨑会員 39 

結婚記念日 

11/1   林田恒正会員 
11/4   前川正智会員 
11/5   林田千之会員 
11/22  前川徹会員 

会 員 夫 人 誕 生 日 

11/26  竹吉会員夫人 也寿子様 



  

 

会員卓話                    １１月７日（月） 

「ポリオプラスについて」 金 定基 会員（医療法人キムクリニック理事長） 

【ロータリーのポリオプラス】 

世界ポリオ撲滅運動は、ＲＩ が中⼼となり、ＷＨＯ（世界保健機構）、ユニセフ（国連

児童基金）、アメリカ疾病センター（ＣＤＣ）、各国政府等と提携して進められています

が、今や 最終段階に取り掛かり、ポリオの撲滅は目前に迫っています。 

＜ポリオ・プラス・プログラム＞ 1985年 2月ロータリー設⽴ 80周年に当たり、ＲＩ

はポリオ・プラス・プログラムを発表。 プラスとは、はしか、ジフテリア、破傷風、

百日咳、結核の五つの病気を指し、ポリオだ けでなく、これらの病気も含め予防接種

を実施することになり、ポリオ撲滅活動からポリオ・プラス・プログラムと改称されま 

した。 ポリオ後遺症に悩む⼈々への救済事業、 医療援助、 安全な水・蚊帳・石鹸などの提供等もプラスに含まれます。 

【ポリオ（急性灰⽩髄炎）とは】 

ポリオウイルスの感染症 感染者の便を介して感染する ５才以下の感染が多く、９０〜９５％は

不顕性感染 ５％程度は感冒様症状で終わる １〜２％は非麻痺型髄膜炎 0.1～0.2％で四肢の

非対称性弛緩性麻痺 ワクチン接種で９９％の⼈が⼗分な抗体を獲得する。 

【ポリオが根絶可能である５つの理由】 

1. ポリオウイルスの感染期間は非持続的 

2. ポリオウイルスの感染経路は感染者とその排せつ物のみ 

3. ポリオウイルスが自然界で生存し続けるには限界がある 

4. ヒトが唯一の宿主 

5. ポリオワクチンの予防接種でウイルス感染を防ぐことができる 

【ポリオを根絶できると確信できるもう一つの理由】 

私たちが世界のほぼすべての国でポリオを根絶してきたという事実です。例えば、つい最近の 2007年まで世界のポリ

オ症例の 70%が集中していたインドでも、ポリオ根絶に成功したことが挙げられます。野生型ポリオウイルスの症例

が現在も報告されている国は 2カ国のみであり、私たちはこれらの国からもポリオを根絶するための手段と科学的知

識を有しています。 

【ロータリー「あと少し」ポリオ撲滅キャンペーン】 

ロータリーは今後３年間で毎年５０００万ドル

を集めるファンドレイジングを行っています。

ゲイツ財団とのパートナーシップにより、ロー

タリーからの５０００万ドルに対し、２倍の額

の寄付がゲイツ財団から上乗せされます。 

これらの資金は撲滅活動の運営、医療従事者の確保、研究設備、保健従事者と親へ

の教育のために使われます。 

賛同者：ビル・ゲイツ  マニー・パッキャオ ツツ大司教 ジャッキー・チェン 緒方貞子 ジャック・ニクラウス 

ジュディ・オング   他 

未来子どもたちが“ポリオ”という言葉を目にするのが、歴史の本の中だけになる日が必ずやってきます。 

私達ロータリアンはそれを実現します。 

スポーツ例会                  １１月１４日（月） 

顧問：川端先生

よりご挨拶 

会長挨拶 

「アンチエイジングゲームに挑戦」 

丸岡高校新体操部の皆さんと共に 



  

丸岡ロータリークラブ 
会員数：３１名 例会場：丸岡城のまちコミュニティセンター  例会日：毎週月曜日19時 00 分  

事務局：〒910-0251 福井県坂井市丸岡町一本田福所 22-24-3 東角建設(株) ２F  

    （月）14時から 18時（火～金）13時～17時  

TEL 0776-67-0410 FAX 0776-67－4811 E-mail webmaster@maruoka-rotary.com 
公共イメージ委員会 理事－杉本政昭 会報委員会 委員長－杉本政昭 副委員長－前川 徹 

委 員－山岸 功 下田重道 

◆寄付金の状況◆ニコニコ箱委員会 ロータリー基金委員会 

 11 月 7日 累計 会費含む累計 

ニコニコ箱 27,000 円 319,000 円 784,000 円 

ロータリー財団 26,000 円 253,000 円 

米山記念奨学会 28,000 円 276,000 円 

 

◆ニコニコ箱◆     寄付者  ２０名 

松井会長 ＩＭ、島原南ＲＣとの姉妹クラブ締結式典に参

加された会員の方々、大変御苦労さまでした。 
竹澤幹事 島原へ行かれた皆様お疲れ様でした。金先生本

日の卓話よろしくお願いします。 
林田千之 金先生ご苦労様です。結婚記念日を自祝して。 
小見山  金先生卓話ご苦労様です。よろしくご指導の程

を。 
下田   金先生卓話ありがとうございます。 
金    本日卓話させていただきます。 
奥村   島原訪問の皆さんお疲れ様でした。 
林田恒正 金先生卓話ありがとうございます！結婚記念

日を自祝して。 
山下   今月号のロータリーの友縦書き 27 ページに私

の名前が出てました。 
東角   私はキムタクにはなれないが、キムタクも私に

はなれない。 
水﨑   金先生卓話ご苦労様です。しっかり聞かせても

らいます。 
三寺   金先生卓話よろしくお願いします。 
前川徹  丸高サッカー部選手権出場おめでとう！結婚

２５年を自祝して。 
 

◆ロータリー財団◆   寄付者  １５名 
南利明 林田千之 下田 金 奥村 山下 水﨑 
松井 上屋敷 川上 竹澤 岩田 八百山 竹吉 南勝文 
◆米山奨学会◆     寄付者  １５名 
南利明 下田 金 奥村 林田恒正 山下 水﨑 松井 
上屋敷 川上 竹澤 岩田 八百山 竹吉 南勝文 

委員会報告                    １１月７日（月） 

◆出席報告◆  出席委員会  

例会日 会員数 出 席 
届有

欠 
届無欠 

出席免除者 

欠席 
例会出席率 

11/7 ３１ ２３ ８ ０ ３ 82.14% 

11/14 ３１ ２１ ６ ０ ４ 77.78% 

 

11/7 ロータリー情報委員会 
「知っておきたいロータリーの基礎」 
ｐ17 ロータリーの多様性、公平さ、イン

クルージョン 解説担当：水﨑亮博会員 

上屋敷  金会員卓話よろしくお願いします。皆様本日もご苦労様です。 
川上   本日もよろしくお願い致します。 
岩田   本日もよろしくお願い致します。 
八百山  今日の卓話「ポリオプラスについて」は良く聞いていたいと

思います。勉強になります。 
前川正智 本日もよろしくお願い致します。 
竹吉   金先生本日は「ポリオプラス」の卓話よろしくお願い致しま

す。 
南勝文  本日も皆様御苦労様です。 
 

高校生の声

援に、童心に

返り楽しみ

ました。 

ボールをディスクにして「ドッチビー」 

♪学園天国♪の曲に合わせて部員のみなさんの演技披露 
選曲はロータリアンの年代に合わせてくれたそうです。 


