
第２４７３回例会
2021年10月14日(木)12:30

例会は新型コロナウイルス感染拡大防止対策の一環として、 対面例会の他、 
YouTube配信とホームページ上での開催とし、 何れかの方法で出席をお願いします。 
YouTube配信のURLは事務局よりご案内します。 
こちらの例会報告をご覧いただき、 簡単な感想を 事務局  に送っていただくか、 
YouTubeのコメント欄にコメントを残して下さい。 
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点鐘 

ロータリーソング《われらの生業》静聴

ロータリーソング静聴 

来客紹介

卓話講師
スペシャルオリンピックス日本 理事長 有森裕子 様
スペシャルオリンピックス日本広島 理事長 崔 希美 様

オープン例会ゲスト
渡辺哲司様・折出正樹様・安藤正裕様・井口幸路様・吉野敬昭様・加藤健太郎様

米山奨学生 コウ モエ 様

連続出席表彰

10年 渡部哲生会員
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7年 森 直基会員
4年 高見 仁会員
4年 林谷浩二会員

おめでとうございます。 
また、 永年連続出席10年を達成された渡部会員には別途記念品をお渡ししました。 

会長時間　　会長　杉町　　孝　会員

皆さん、 こんにちは。 
お客様におかれましては、 ようこそお越しくださいました。 
ごゆっくりお過ごしください。 
今日は、 オープン例会の日です。 先程、 合田会員増強委員長から、 
今日の例会の趣旨説明とゲストの方々の紹介がありましたが、 
卓話者として陸上競技マラソンで(バルセロナ銀・アトランタ銅)オリンピックメダリストでもあり、 
公益財団法人スペシャルオリンピックス日本・理事長の有森裕子様とスペシャルオリンピックス日本・広島理事長
の崔希美様をお招きしております。 有森様、 崔様、 ゲストの皆様、 米山奨学生のコウ・モエさん、 
今日は宜しくお願い致します。 
さて、 10月24日は世界ポリオデーとなっております。 
これまで世界のロータリークラブは
、 ロータリーの最優先事項であるポリオ根絶を大きな目標の達成に邁進してきました。 
1979年、 フィリピンのグアダルーペ・ヒエボ地区にある保健センターで、 
児童への経口ポリオワクチン投与が行われたのが最初でした。 
その後フィリピンでは600万人の子供たちに投与され、 
現在まで世界中で50億人分のポリオワクチンを提供してきました。 
私たちは、 この取り組みにおいて大きな進歩を遂げてきましたが、 
ポリオが人類史上2番目に根絶された疾病となるよう、 この闘いに全力を注いでいきます。 
昨年、 世界保健機関(WHO)アフリカ地域の野生型ポリオウイルスの根絶が正式に認定され、 
コロナ禍で非常に困難な状況にあっても根絶は可能であるということが証明されました。 

The Rotary Club of Hiroshima North   2/6



野生型ポリオウイルスの常在国は、 現在、 アフガニスタンとパキスタンの2カ国のみとなりました。 
世界ポリオデーは、 今も子どもたちが感染の危険にさらされているこれらの国から、 
ポリオをなくすために必要なサポートを呼びかけるチャンスとなっております。 
ポリオ根絶の大切さについて認識を高める、 活動資金を募る、 イベントを計画するなど、 
世界ポリオデーを推進するために行動を起こしましょう。 地球上のどこかにポリオが存在する限り、 
その脅威は引き続き世界全体に及びます。 これからもポリオとの闘いに地域社会の参加を促し、 
ポリオ根絶に当クラブも努力して参りましょう。 
それではこの後の
、 
有森裕子様と崔希美様のテーマ「スペシャルオリンピックスとは」についての卓話を楽しみにしておりますので
、 どうぞよろしく お願い致します。 

幹事報告

《お知らせ》 
*10月17日(日)に地区大会がリモート配信されます。 
 視聴用のURLは後ほどお送りいたします。 
 また、 クラブ主催の視聴会に参加される方は同日12時50分までにホテルグランヴィア広島にお越しください。 
*次週21日木曜日の例会は休会です。 
*本日、 コロナワクチン接種状況を把握するためのアンケートを実施しています。 

《BOX配布物》 
*ロータリーの友誌10月号
*地区大会プログラム(登録者のみ)

委員会報告

クラブ総務委員会   深川副委員長 
会員総数 103名
対面例会出席者 76名
YouTube視聴者 9名
来賓 2名
ゲスト 7名
合計 94名

社会奉仕委員会   藤田委員長 
*本日例会後の委員会は21F曙光の間で開催します。 
*11月28日(日)の『ロータリー奉仕デー』として本川河川敷の清掃活動へのご参加をお願いいたします。 

会報IT委員会   高井会員 
*ロータリーの友10月号をお配りしています。 縦組みP16には広島RC原田会員の投稿が載ってます。 
他にもポリオデーについてなどの記事が載っていますので是非ご覧ください。 

ニコニコ箱の時間　　岡部&大賀
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【会員出宝】 
杉町会員、 山内会員、 吉永会員、 宮本会員、 中川良浩会員より  
1.  スペシャルオリンピックス日本、 有森裕子理事長、 同じく広島理事長 崔希美様、 
本日は広島北RCの例会にようこそお越しくださいました。 後ほどの卓話、 大変楽しみにしております。 
本日は宜しくお願い致します。 
2.  渡辺哲司さん、 折出正樹さん、 安藤正裕さん、 井口幸路さん、 吉野敬昭さん、 加藤健太郎さん、 
そして米山奨学生コウ モエさん、 広島北RCの例会にようこそ。 リラックスして楽しんでください。 
秋山会員・渡部会員・神農会員・迫会員・菅会員・赤井会員より  
有森裕子様、 崔希美様をお迎えして卓話をして頂きます。 よろしくお願いします。 
山坂会員より  
先ほどスペシャルオリンピックス日本の有森理事長から「2022年第8回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショ
ナルゲーム広島」の参与の委嘱状を頂きました。 皆様もご協力・ご支援をお願い致します。 
炭田会員より  
有森裕子さん、 崔 希美さん、 ようこそ広島北RCへ。 過日、 
有森さんのお母様に広島にお越しいただき「明るく」、 「元気になる」、 「夢」を語る講演をいただきました。 
本日の卓話も楽しみにしています。 
合田会員・上河内会員より  
本日のオープン例会にご参加を頂きました6名のゲストの皆様、 大変ありがとうございます。 
ごゆっくりお過ごし頂き、 当クラブの例会をお楽しみください。 
宮本会員より  
渡邊哲司君、 本日はオープン例会に参加頂きましてありがとうございます。 充分に楽しんで帰ってください。 
今後とも公私共々よろしくお願いします。 
丸子会員より  
本日ゲストでお越しの折出さん、 吉野さん、 井口さん、 加藤さん、 ありがとうございます。 
入会されて一緒に活動出来る事を楽しみにしています。 
吉永会員より  
折出君、 今日はゲスト例会に参加してくれてありがとう。 
県工野球部時代には二人してよく監督に怒られて辛かったな。 
北RCの野球部監督は県工野球部の先輩で怒ったりしないので、 入会して一緒にまた野球しよう!
増田会員より  
一年以上、 例会出席していませんでしたがいたって元気なので、 これからは例会出席に努めます。 
森会員より  
お陰様で入会7年が過ぎ、 8年目に突入します。 今後とも宜しくお願い致します。 
高見会員より  
入会から4年となりました。 今後ともよろしくお願いします。 
篠崎会員より  
コウ モエさん、 卒論作成で忙しい中、 例会に来て頂きありがとうございます。 
今日は当クラブの例会を楽しんでお帰りください。 
池久保会員より  (2枚)
先日のドラフトでは2回はずしてすみません。 」と岡部ニコニコ委員長からご提案を頂きましたので、 
2枚出宝させて頂きます。 よろしくお願いいたします。 
上野会員・山坂会員・坪内会員・松本会員・森会員より  
母校広商が久しぶりに秋季県大会で優勝し、 中国大会に進みました。 皆さん、 応援よろしくお願いします。 
土井会員・山坂会員・庄子会員・神農会員・久保(雅)会員・山内会員・鈴木会員・越智会員・下川会員・西開地会
員・平井会員より  
10月10日(日)、 湖畔の里福富デイキャンプ場にて洋北山歩隊BBQ懇親会が開催されました。 好天にも恵まれ、 
同伴者を合わせ21名のご参加で、 沢山の笑顔の中、 盛会となりました。 
次回は11月に登山を計画いたしますので、 奮ってのご参加をよろしくお願いいたします。 
本田会員より  
懺悔をさせて下さい。 先日、 広島の街づくりについて良く議論している友人の議員さんから、 
今世間で何かと話題になっている広島に議員辞職などから空白地帯がある、 
災害など多くの問題が直ぐに解決できないと言うのでなるほどと思い、 
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良かれと思いそのエリアに係る方にパンフレットをお配りしました。 
気づけば私が日頃嫌っている政治と宗教に深入りをしないを自ら怠っておりました。 
誠に申し訳ございませんでした。 
吉田会員より  
先週のニコニコ時間で、 古谷会員のお名前を間違えて発表しました。 大変申し訳ございませんでした。 

贈呈式

来年11月に開催されます「2022年第8回スペシャルオリンピック日本夏季ナショナルゲーム広島」に対し、 
当クラブより協賛金を贈ることが先日の理事会において決定しましたので、 贈呈式を行いました。 

プログラムの時間

『スペシャルオリンピックスとは』
スペシャルオリンピックス日本 理事長 有森裕子 様
スペシャルオリンピックス日本広島 理事長 崔 希美 様

スペシャルオリンピックス(SO)とは
、 知的障害のある人たちに様々なスポーツトレーニングとその成果の発表の場である競技会を、 
年間を通じ提供している国際的なスポーツ組織です。 
SOでは、 オリンピックと同様に4年毎に夏季・冬季の世界大会を開催しています。 
2022年に広島で開催する「2022年第8回スペシャルオリンピックス夏季ナショナルゲーム・広島」は、 
2023年にドイツで開催される予定のスペシャルオリンピックス夏季世界大会への日本選手団選考を兼ねて実施し
ます。 

2022年11月4日(金) ～ 6日(日) 3日間
2022年11月4日(金) 開会式
2022年11月5日(土) 競技予選(ディビジョニング)
2022年11月6日(日) 競技決勝 / 表彰 / 閉会式
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