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第 1862 回例会要旨

《出席報告》田守出席委員長
正会員数 44 名。本日の出席は免除
会 員 ３ 名 を 含 む 29 名。出 席 率
78％です。前々回の例会は、出席
率 67％でした。

・会長要件
・幹事報告
・各委員会報告
≪出席、親睦、会報≫
・親睦活動委員会

米内ＳＡＡ

た損害賠償請求の時効を民法上の 3 年から 10 年に延
長する特例法が 12 月 4 日に成立したことに関する記
事です。当クラブ会員の大澤一實弁護士の顔写真が
大きく載っており、大いに御活躍の様子です。

≪会長要件≫小原会長
当地区（第 2830 地区）ガバナー
事務所のホームページからガバ
ナー月信をダウンロードすること
ができます。ガバナー月信 12 月号 《結婚記念日》 《奥様誕生日》
のガバナーメッセージ（北山ガバ
ナー）の一部を御紹介いたします。
「先日の新聞にアフリカでの野生型
ポリオの再発が報じられていまし
た。14 年もの間発生がなかった地域での再発という
高橋会員
鈴木会員
山子会員
ことで少なからずショックなニュースでした。公式
訪問中には財団に関するものとポリオに関する質問
が少なからずありましたが、公式訪問中には再発の 《幹事報告》清川幹事
新会員候補者の三浦百合子さんについて意義の申
ニュースを知らずにおりましたので、ポリオ撲滅は
し立てがありませんでしたので手続きを進めます。
最後の段階だと申し上げておりました。まだそんな
クリスマス例会の景品まだの方よろしくお願いし
に多くの症例ではありませんが、一度撲滅したはず
ます。コーヒー例会の出欠を回しています。
の地域での再発は予防接種の重要性を私たちに再確
レターボックスに地区大会の記録誌と黒田先生が
認させることになりました。国際ロータリーは新世
発行した本「過去を内省し、新しきものを統合して
代に対して『約束』をしました。世界のあらゆる機
いこう」が入っています。
関がポリオの撲滅に努力していることと協同して『約
ザ・ロータリアンが届いています。事務局におい
束』を果たさなければなりません。ロータリアンと
ています。
ロータリークラブの寄付は『約束』を果たすための
原資です。各ロータリアンは自分のクラブの寄付状
《ニコニコボックス》平光親睦委員長
況を確認していただきたいと思います。」
小原会長：本日の親睦活動委員会担当
ガバナー月信には、ガバナーメッセージの他、パ
例会、平光委員長、昆先生
ストガバナーの寄稿、地区行事の報告、PHF、MPHF、
よろしくお願いします。
米山功労者の氏名と顔写真、新入会員の氏名と顔写
清川幹事：本日は親睦活動委員会担当
真等が掲載されています。たまに、チェックされる
例会です。平光委員長、昆
ことをお勧めします。
先生よろしくお願いします。
また、既に御承知と思いますが、12 月 6 日のデー
黒田会員：
ＲＩ理事前後の経験を本にまとめてみま
リー東北新聞第 20 面に、「原発賠償時効延長法が成
した。デザインや構成は伊藤会員に頼み
立 日弁連・大沢副会長に聞く」という記事が載り
ました。皆さんご協力ありがとうござい
ました。これは、東京電力福島第１原発事故で生じ
ました。

榊会員：親睦委員会よろしくお願いします。
法官会員：今年もお世話になりました。
鈴木会員：早退失礼
平光会員：本日は親睦委員会担当例会です。ご協力
お願いします。
結婚記念日、高橋会員：ありがとうございます。
《黒田会員》

昨年の同時期（2012 年 12 月 4 日）の発生数は 223
でした。今年が多いのは非流行国でのアウトブレイ
クが多かったためです。
10 月 17 日にはシリアでポリオの集団発生があり
ました。シリアで最後にポリオ野生株患者が発生し
たのは 1999 年でした。ＷＨＯによりますと、シリア
でのポリオワクチン接種率は、2010 年には 91％でし
たが、2012 年には 68％まで下がっていました。子ど
もたちをポリオから守るためには、現在その国でポ
リオが発生していなくても、ポリオワクチンの接種
をしっかりしておかねばなりません。
インドでは官民一体となったポリオワクチン接種
が継続されており、2011 年 1 月の発生を最後に、そ
の後発生がありません。2014 年 2 月 23 日、インド
でポリオ根絶の祝賀会（Polio Free Conclave）が執
り行われることが決定いたしました。インドでの来
年のＮＩＤの日程はまだ発表されていません。

皆さんのレターボックスの
中に私が発行した本が入って
おりますので、パラパラと見
て頂きたいと思います。
これは私の理事年度を中心
に約 10 年間国際ロータリーで
体験した事を書いてみました
が、内容が面倒くさいと思わ
れて読んでもらえないのではと思い、伊藤さんに相
談したところ、「そんなことはありません、是非まと
めてください」と言われ、デザインと構成を伊藤さ 《次年度委員長挨拶》法官新一 次年度社会奉仕委員長
んに依頼して仕上がりました。全国のロータリーの
今年度は役員としてご迷惑をかけ
リーダーの皆さんにお贈りしています。
ていますが、改めてまた次年度の社
内容は、広い範囲で国際ロータリーではどう考え
会奉仕委員長として、名前をあげさ
ているのか、現在のロータリーの変化をどういう方
せていただきました。足手まといに
向に向けていこうとしているのか、という事を書い
なるのではとも思いながらも、こう
ています。ガバナーはじめＰＧや地区のリーダーの
いうことをしながらロータリーの一
皆さんにはお役に立てるのではないかと思います。
員として一人前になっていくのだろ
私がここまで来られたのも皆さんのご協力のおかげ
うと、反省をしながらもお引き受けいたしました。
です。1 冊ずつレターボックスに入れておきました
次年度も頑張りますのでよろしくお願いします。
ので、質問がありましたら遠慮なく仰ってください。
この本をロータリー文庫に送ったところ、「文庫の 《親睦活動委員会》 平光委員長
ほうで電子化をして日本中の人が見られるようにし
本日は親睦活動委員会担当例会で
たいが良いか」との事でしたので、「一枚の写真だけ
す。来週はクリスマス例会、また皆
は他人の写真なので、そこだけは再利用しないでほ
様には忘年会・新年会と続くだろう
しい、著作権処理が必要。私の写真やスライドなど
なと思い、今回はストレッチを先生
は自由に使ってください」と伝えました。本の最初
に教えていただき、年末年始を健康
のほうに元ＲＩ会長の田中作次さん、この方は私を
に過ごしていただきたいと思い企画
育ててくれた方ですが、田中さんと現在のＲ財団管
しました。 講師の先生をご紹介しま
理委員の小沢一彦さんの祝辞を頂戴しています。時
す、八戸市諏訪で昆賀子（こんよしこ）モダンダン
間がありましたら是非目を通して見てください。
ススタジオを経営されている昆賀子先生です。先生
と私の出会いは私が 5 歳のころに遡りますが、その
《会報委員会》三浦晃委員長
後もずっとご縁があり 7 年ほど前から先生のスタジ
関場ＰＧよりのメール
オに通ってダンスを習っています。今日はお忙しい
2013 年 12 月 3 日現在の世界のポリオ発生数は下記
中先生に無理を言ってお願いしました。少し運動を
のとおりです。
するようなことも聞いておりますので、皆様楽しく
ナイジェリア 50
体をほぐしていただければと思っています。
パキスタン 70
アフガニスタン 11
《昆 賀子先生》
エチオピア 6
皆様初めまして、このような席に
カメルーン 4
呼んでいただき光栄に思います。
ソマリア 183
今回は肩こりの防止、首こりの防
シリアアラブ共和国 17
止、そして表情筋をほぐしてニコニ
ケニヤ 14
コしていただければと思っています。
（骨格や筋肉の付き方などの説明を受
計 355
けた後、タオルを使ったストレッチ
[ 流行国 131、非流行国 224]
を皆で楽しく教わりました。）

昆先生どうもありがとうございました。

