
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 1359回 （本年度 42回） 

平成 28年 6月 2日（木）  

点  鐘  市 川 功 一 会 長 

司  会   戸 張 裕 康 会場監督 

斉  唱 「君が代」「奉仕の理想」 

会員出席報告 東出 隆弘 親睦委員  

欠席者：髙木会員 
 

お客様紹介 市 川 功 一 会 長     

冨岡 茂太郎 様 （川崎とどろき RC 幹事）  
ミカエラ ガルべス オルドネス 様 
（ロータリー青少年交換学生 エクアドル）   

丁 中斐 様（米山奨学生）   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

会員お祝い 誕生日おめでとうございます！ 

 
古越 孝男会員 

(6月 30日生) 

 
 
 
 
 

本日のミニ情報 市川 功一 会長  
3 月 3 日に露木地区戦略計画委員長が見えて「戦略計画」

について卓話をしました。今まで戦略計画がなくても大

きな問題がなかったが、数年の計画がないと単年度主義

の弊害が出てくる。まず全員参加で計画を作りクラブの

実態をつかむ。（アンケートを実施）目指すのはただ一

つ「クラブの活性化」とのこと。英語の「strategy（戦

略）」という言葉はギリシャ語に由来し「戦争を指揮す

るための計画」を意味します。当クラブではこれを「活

性化」と言い換えて、次年度クラブ活性化委員会を運営

していきます。 
 

会長報告 市川 功一 会長（6 月 9 日） 
 
◇ 理事会の報告（ 6 月 2 日 ） 

１．会長案件 

・新会員推薦承認。6 月 9 日入会式 所属：親睦委員会  
・エクアドル地震義援金は、青少年交換学生として来日 

しているミカエラさんへ見舞金としてお渡しします。 

例会場での募金額 21,000円 + 青少年奉仕委員会予 

算 9,000 円＝30,000 円  
・青少年交換学生に関する費用について  

（5 月 10 日会長幹事会での協議事項の報告） 

  グループ内分担金：会員１人当たり 6,000 円、 

ﾎｽﾄﾌｧﾐﾘｰ謝礼（昼食費含む）10 万円/月(前年と同額) 
 
・本年度の寄付状況報告 
 
２．クラブ奉仕委員会 

・6 月のプログラム承認 
 6 月 16 日（木）退任挨拶 ﾎﾃﾙ精養軒  点鐘 12：30  
 6 月 23 日（木）ファイナル夜間例会 

「母屋 虎幻庭」 点鐘 18：30  
 6 月 30 日（木）休会  
・ファイナル例会 場所：母屋 虎幻庭   

会費：会員 10,000 円 ご家族：大人 5,000 円  
小学生以下 3,000 円 未就学無料  

３．青少年奉仕委員会 

 ・中原中学校職業講話：山田一之会員、江口 進会員、
神谷 直会員 

 ・青少年交換学生岩木さんの見送りについて 
 
４．皆出席表彰品：ボールペン 承認  
***********************************************  
１．ＩＣＵ（国際基督教大学）より、「東ヶ崎清記念ダイ

アログハウス募金」の領収書が届きました。 

  ご協力頂きました皆様には、事務局よりお渡しいた 

しますのでお受け取り下さい。 
 
２．Ｐｅａｃｅ Ｆｉｅｌｄ Ｊａｐａｎより、2015 

年度 活動報告書が届いております。（回覧） 
 
３．中原区交通安産対策協議会総会のご案内。 

  日時：平成 28 年 6 月 10 日(金) 9 時～   

会場：中原区役所 5 階 501 会議室 
 

幹事報告 会田 公雄 幹事（6月 9日）  
１．地区からの来信 

①ロータリー財団資金推進への協力依頼が届いてお
ります。 

 
２．他クラブ例会臨時変更 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２７名 ２３名 ４名 ９５．８３％ 

前々回(5月 19日)欠席 7名 Make up 1名 ８７．５０％ 

 

  

 

川崎中原ロータリークラブ会報 川崎中原ロータリークラブ会報 

◆例会場 ホテル精養軒 木曜日 PM12:30～（第 2 週 AM7:30～）TEL:044-711-8855（東横線 武蔵小杉駅徒歩 3 分） 
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『世界へのプレゼントになろう』 Be a gift to the world 

ＲＩ会長 K.R.“ラビ”ラビンドラン 第２５９０地区ガバナー 箕田 敏彦 



●川崎とどろき RC  
6月 13日⇒15日(水) ロイヤルウィング出船 17：00 
6月 20日(月) ホテル精養軒 点鐘 17：30 
6月 27日(月) 休会 

●川崎中 RC 
6月 21日(火) 夜間例会 ホテル精養軒 点鐘 17：30 
6月 28日(火) 休会 

●横浜本牧 RC 
6月 30日(木) KKRポートヒル横浜 点鐘 18：00 

 

卓 話 河合 束 会員   

「インドにおけるポリオワクチン投与活動」について 

 
今年２月１９日～２３日

までインドにおけるポリ

オワクチン投与活動に参加してまいりました。 

日本からは弘前

アップル RC の関

場慶博氏を団長

に、ロータリア

ン・家族、RAC、

ROTX を含め５０

名が参加いたし

ました。 

２９５０地区か

らは川崎北 RCの川野正久さん、新横浜 RCのｳｰﾘｯﾋ･ｸﾙﾂ

さんと私の３人が参加いたしました。 

出発から２日目、ワクチン投与活動の宣伝ラリー(パレ

ード)に参加いたしました。参加者はアメリカ、韓国、

英国、ベルギー、フランス、日本のロータリアン２５０

名、現地の学生２５０名でデリーの町の住宅街をパレ

ードいたしました。 

３日目はホテルからバスで保健所に連れていかれ、そ

こでワクチンの取り扱い投与の方法等の説明を受け、

私は２５９０地区から参加の３人と看護婦２人の５人

一組のグループで、町の中の住宅の一室に設けられた

ブースでのワクチン投与でした。そこでは１人がワク

チンを投与し、もう一人が投与した印に子供の左手の

小指の爪に紫色のマジックを塗り、もう一人はプレゼ

ントを渡し看護婦はワ

クチンの管理と名簿の

チェックをしていたと

思います。 

４日目は３日目にブー

スへ来なかった子供達

へのワクチン投与です、

看護婦さんが名簿をチ

ェックしながらスラム

街のアパートを戸別訪問し投与をしていない子供達へ

の投与でした。 

我々が訪問した地区では 11,267 人にワクチンが投与

されたそうです。 

ポリオ患者は１９８８年には１２５ヶ国で流行し、発

症は３５万人とされていましたが、この年から WHO、

ユニセフ、国際ロータリーが主導しポリオ根絶をめざ

し流行している国の保健当局と対策を進めた結果、２

０１５年には７４人まで減少し、野生株のポリオウィ

ルスの常在国はパキスタンとアフガニスタンの２国

に絞られました。 

このようなポリオ根絶に向けた画期的な取り組みに

より２０１０年代の内に歴史的な偉業として達成で

きる可能性が出てきたそうです。これが実現すればポ

リオは天然痘に次いで２番目に世界から根絶される

感染症になります。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ニコニコ報告  東出 隆弘 親睦委員 
 
冨岡 茂太郎 様（川崎とどろき RC） 

青少年交換学生ミカエラが 1年間、貴クラブに大変お世話

になりました。心から御礼申し上げます。7 月 25 日帰国の

予定です。本日は、御礼のご挨拶に参りました。誠にあり

がとうございました。  
市川 功一 会長 会田 公雄 幹事  
ミカエラさん、ようこそ！1 年間の日本での生活、楽しく過ご
していただけたなら幸いです。また、河合さんインドでのポリ
オ接種のお話よろしくお願いします。 

ＳＡＡ一同 
ミカエラさん、1年間お疲れ様でした。良かったですね。 

一番最初はすごく緊張していたのを思い出します。お家は
大変なことになってしまいましたが全員無事でよかったです。 
 

親睦委員会一同 
ミカエラさん、丁君ようこそ！ミカエラさん残り少ない日本の生
活、楽しんで下さいね。  
「みんなニコニコ」  
冨岡さん、ミカエラさん、丁君ようこそ！ 
鈴木 次男 会員・工藤 和弘 会員・原 秀元 会員 

小林 正樹 会員・若狭 滋則 会員・高瀬 建夫 会員 

古越 孝男 会員・小泉 正博 会員 
 

 
次回 6 月 16 日（木）の予定 
 退任挨拶 

ニコニコボックス 本日 17,000円 累計 741,500円 

記念日ニコニコ 本日 5,000円 累計 130,000円 


