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【本日の例会 第２４１８回例会】
２０１９年１１月２８日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
ロータリーソング 「われら広島北ロータリー」
来客紹介
会長時間
幹事報告
委員会報告
同好会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
『インフルエンザと新型インフルエンザ』
広島県医師会
副会長 桑原 正雄 氏

祝寿
今月、７０才を迎える泉正夫会員にｸﾗ
ﾌﾞより記念品が贈られました。
おめでとうございます！

連続出席表彰
３０年 槇殿会員・森嶋会員
１５年 東会員
１３年桑村会員
１年 竹本会員

前回例会報告
第２４１７回例会
２０１９年１１月１４日（木） １２：３０～
【例会プログラム】
ロータリーソング
｢われらの生業｣
来客紹介
親睦委員会
祝寿
連続出席表彰
会長時間
会長 粟屋充博
幹事報告
幹事 島本章生
委員会報告
ニコニコ箱の時間
卓話時間
『ﾛｰﾀﾘｰ財団月間に際して』
担当：財団プログラム委員会
【出席報告】 出席委員会
２０１９年１１月１４日（木） 会員総数１００名
出席 ７６名
欠席 ２４名
来客
２名
【来客紹介】 親睦委員会
山下
江 様(東京中央新)
久保 弘睦 様(広島陵北)
１００万$食事の結果
１０/１０実施 １２０，４２０円(米山記念奨学会)
１１/１４実施 １１２，３９２円(Ｒ財団ﾎﾟﾘｵ)

また、永年連続出席３０年の槇殿会員
と森嶋会員にはｸﾗﾌﾞより別途記念品が
贈られました。
これからも益々お元気で連続出席を続
けてください！

会長時間

会長

粟屋 充博

今月１１月は｢ﾛｰﾀﾘｰ財団月間｣です｡今日の例会のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ時間は｢ﾛｰﾀﾘｰ財団月間｣
に因み､財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会に担当頂き､ﾛｰﾀﾘｰ財団についての卓話をお願いしていま
す｡ﾛｰﾀﾘｰ財団は大きな組織の割には組織･制度共にそんなに複雑だとは思いませんが､
お金の流れが多岐に亘っていて､私自身も未だに完全に理解出来ているという自信はあり
ません｡ただ､当ｸﾗﾌﾞでは､全会員に会費徴収で年次基金並びにﾎﾟﾘｵプラス基金への寄
付をして頂いておりますので､特に入会歴の浅い会員の方々には寄付したお金が何に､ど
のように使われているか､だけはご理解頂きたい､と思っています｡
山内担当理事､秋山委員長始め財団ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ委員会の皆さん､今日のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ時間､ど
うぞよろしくお願い致します｡
さて､４日前の１０日（日）に約１２万人の国民が日の丸の旗を手に沿道に駆け付け､｢祝
賀御列の儀｣が盛大に行われ､この祝賀ﾊﾟﾚｰﾄﾞを以って約半年前､５月１日の｢剣璽等承
継の儀｣から始まった｢即位の礼｣の五つの国事行為（儀式）が全て終了しました｡
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日本国民として､「滞りなく終了した」と言いたい所ですが､１０月１
２日の夜､猛烈な勢力で静岡県伊豆半島に上陸した台風１９号
が､関東地区を中心に広範囲に亘り大きな災害をもたらした為､
当初｢即位礼正殿の儀｣が行われた１０月２２日に行われる予定
であったものが､約３週間延期となり､１１月１０日に行われることに
なりました｡台風で被害に会われた方々には､改めまして心からお
見舞いを申し上げますと共に､｢即位の礼｣の五つの儀式を全て終
えられた天皇陛下･皇后陛下に､心からの祝意を表したいと思い
ます｡
今回の祝賀ﾊﾟﾚｰﾄﾞは､警視庁･皇宮警察の他､東京以外の国
内都道府県警察も加わり､２万６千人の警備体制で執り行われ
たそうですが､広島の８月６日の平和式典の警備体制が約２千
人ですので､警備の規模の大きさからも国事行為･｢祝賀御列の
儀｣の重みを感じます｡祝賀ﾊﾟﾚｰﾄﾞをﾃﾚﾋﾞで見ておりまして､陛下
の凛としたお姿にも感動致しましたが､皇后陛下が微笑みながら
も時々目を潤ませておられるお姿には､私も思わず目頭が熱くなり
ました｡いよいよ新しい御代､｢令和｣が本格的にｽﾀｰﾄします｡聖
書に｢新しいぶどう酒は新しい革袋に入れるものだ｡そうすれば､両
方とも長もちする｡｣という言葉があります｡
陛下が『国家と国民の安寧と五穀豊穣』を祈念される大嘗祭が
今日深夜からと明日未明にかけて執り行われますが､｢令和という
新たな時代が､陛下がお望みになられる通り末永く平和で豊かな
時代でありますように・・・・・・・」と祈りながら､赤坂御所にお入りに
なられるお姿を最後まで見届けた次第です｡会長時間を終わりま
す。
幹事報告

幹事

桑村会員 １３年の連続出席となりました。今後もよろしくお
願いします。
竹本会員 連続出席１年、あっという間の１年でした。引き続
きご指導の程よろしくお願いいたします。
泉会員★ 今月、７０才(古稀)を迎えます。これからﾛｰﾀﾘｰ活
動と趣味を楽しみたいと思います。お祝いありがとうございます。
上野会員 今年も妻の誕生日には妻より美しい花をお届け
頂きありがとうございます。
越智会員 先週の日曜日、ﾗｸﾛｽ関東選手権決勝戦が行わ
れ、娘の所属する明治大学は立教大学に４対６で惜しくも敗
れました。これでやっと普通の女の子に戻れます。
大之木会員◇ １１/８、呉の鶴岡一人記念球場の前で「鶴
岡一人像」の除幕式と隣のｽﾎﾟｰﾂ会館内に設置してある「鶴
岡一人記念展示室」のﾘﾆｭｰｱﾙｵｰﾌﾟﾝを行いました。是非、
一度ご覧になって下さい。

【職業ニコニコ】
久保 豊年 会員◇ 広島弁護士会主催の市民法律講座のﾁ
ﾗｼ場後方のﾃｰﾌﾞﾙに置いていますのでよろしくお願します。ち
なみに本日は私が担当する隣地・隣家の法律問題です。予
約不要ですので、気軽においでください。
濵本会員◆ この度、内装用建材の開発製造を手掛ける工
房志楽（安佐町）と建築確認申請代行業務を行うｴﾑｽﾃﾝｱ
ｰｷﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞの２社をＭ&Ａで取得しました。また６となったｸﾞﾙ
ｰﾌﾟ管理を適切に行うためＴＳＧﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽを設立しましたの
で報告します。
当日計 ２９,０００円 累計 ７０１,０００円
★=１０,０００円 ☆=５,０００円 ◆=３,０００円 ◇=２,０００円

島本 章生

《ご案内》
*１１月２２日(金)に京橋周辺で行われる「雁木ｸﾘｽﾏｽ＆水辺ｼﾞ
ｬｽﾞ」を今年度も協賛しております。ﾁﾗｼをﾃｰﾌﾞﾙにお配りしてい
ます。
*次週２１日(木)は休会です。
《ＢＯＸ配布物》
*ﾛｰﾀﾘｰの友誌１１月号

卓話時間

『ロータリー財団月間に際して』
財団プログラム委員会
委員長 秋山 竜一 会員

委員会報告
親睦委員会 小林直哉 委員長
*１２/１９(木)に行います「ｸﾘｽﾏｽ家族会」のご案内をご自宅にお
送りいたします。回答期日は１２/４(水)です。多数のご参加をお
願いいたします。
青少年奉仕委員会 小林孝憲 委員長
*１１/１７(日)に矢野の家において秋祭りを開催します。
会報ＩＴ委員会 秋山会員
*ﾛｰﾀﾘｰの友誌１１月号の紹介。
縦書きＰ４ 「ﾎﾟﾘｵ根絶に向けて」
横書きＰ９ 「ﾛｰﾀﾘｰ財団 ２０１８-１９年度財務報告」

☺ニコニコ箱☺

本日は財団月間ということで、卓
話をさせて頂きます。
これに先立ちまして、９月より会員
の皆さんにお願いしておりましたﾛｰ
ﾀﾘｰ材団への年次基金への寄付会費徴収３０＄と、各自個別
の寄付１２０ﾄﾞﾙ以上を快く寄付ご協力ありがとうございます。
また、会員皆さん全て、１００％での寄付を頂きましたこと、併せて
報告させて頂きます。この場を借りてお礼申し上げます。
本日の目的は財団への理解をふかめていただくこと、もう一つは、
さきほどお話しました皆さんからの寄付が具体的にどう使われてい
るかも具体例をまじえながら触れさせて頂ければと思います。
本日は数字クイズを用意しております。財団はお金や数字を扱う
ことが多いので、財団にちなむ数字を出して、それが何の数字かを
当てて頂きます。
さて、本日の食事は既にご案内のあった通り、百万ドルの食事で
す。折角ですので起源を紹介しますと１９６０年当時、ﾏｻﾁｭｰｾｯ
ﾂ地区のﾁｪｽﾀｰ・ｸﾗﾝﾌｶﾞﾊﾞﾅｰが提唱しています。当時の世界の
ﾛｰﾀﾘｱﾝが約５０万人であったことから、一人が２ﾄﾞﾙ節約すれば
百万ﾄﾞﾙが寄付できると提唱した事に始まったそうです。(ﾐﾘｵﾝﾀﾞﾗ
ｰｽﾞﾐｰﾙ、なのでｶﾚｰと定義していたわけではないようです)当時の
２ﾄﾞﾙはｱﾒﾘｶの物価水準などから推計しますと、現代の１０数ﾄﾞﾙ

ニコニコ委員会

【会員出宝】
粟屋会員･杉町会員・島本会員・樽本会員・藤原会員
日に日に寒くなってきました。インフルエンザが流行り始めているよう
なので、皆さま、しっかり予防し、お気を付けください。
森嶋会員◆ 連続出席３０年を迎えることができました。ありがと
うございました。皆様のおかげです。これからもよろしくお願いしま
す。
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に相当します。
では、広島北 RC ではどのように百万ﾄﾞﾙの食事が準備されたか、
いつもお世話になっている、ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱさんからのお話も少し紹介し
ます。岡田清治会員に取材させて頂きました。
・待たせない。(準備して、一斉に料理提供)
・安心の料理。（異物混入、ｱﾚﾙｷﾞｰ対応）
・ﾒｰｸｱｯﾌﾟの方の料理は一番に提供する。
・第一例会など、進行も考えながら提供する。
広島北ＲＣでは出席の事前確認があるため、料理発注数と提供
数にブレがなく、改善して欲しい点は特にない、とのお言葉を頂き
ました！
なお、皆さんがいつも召し上がる食事は、ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱさん４階(部屋
の向こう)の調理場で作られているそうです。これだけの人数の食
事を一斉に作りたてで提供するためには動線を短くする必要があ
るためです。
ではここで二つ目の数字です。
そのような様々な工夫の中でお世話になる百万ﾄﾞﾙの食事ですが、
それが実際にどういった形で寄付やその先の活動に使われるのか
をご紹介してゆきます。
通常の料理と本日の料理の差額が△１,３８８円です。これはさき
ほど伝えた現在の１０数ﾄﾞﾙと近い金額になります。このお金につ
いては山内常任委員長と相談の結果、ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金へ寄付さ
せて頂くこととしました。ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽとは、ポリオ撲滅のためには過去
３０年以上ﾎﾟﾘｵ撲滅を目指すﾛｰﾀﾘｰ史上最大のﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑで
す。
寄付が具体的にどの程度役に立つのかをもう少しｲﾒｰｼﾞしやすく
してみます。
例えば：出席８０名×＠１,３８８円≒１１万円
ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ１本の値段は約６５円。
ﾋﾞﾀﾐﾝＡ剤１錠の値段は約２円。
本日の寄付１１万円だとすると、１７００本分のﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝか、
５.５万錠のﾋﾞﾀﾐﾝ剤が買えます。これは乳幼児１０００人に毎週
投与なら１年分相当です。
ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝを投与すれば将来にわたってのﾎﾟﾘｵ感染を防げ、ﾋﾞﾀ
ﾐﾝ剤の定期的投与があれば、栄養失調の乳幼児の命が２０～
３０％助かるというﾃﾞｰﾀもあります。
では、こうした取り組みはいつから始まり、将来どうなるのか。
財団は毎年度、会員みなさんに寄付をお願いしておりますのでそ
の辺を最後にお話してみたいと思います。
１９７９年にﾌｨﾘﾋﾟﾝの子供達に予防接種を始めて以来、全世界
で２５億人以上の子供達に予防接種実施、ﾎﾟﾘｵの発症数を９
９.９％減少させることに成功し、野生株ﾎﾟﾘｵｳｨﾙｽ常在国はﾅｲ
ｼﾞｪﾘｱ、ﾊﾟｷｽﾀﾝ、ｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝの３カ国迄に減少しました。
しかし、ﾅｲｼﾞｪﾘｱでは２０１４年以降発症が確認されていませんで
したが、２０１９年８月に発症が再度確認されました。ﾎﾟﾘｵが感
染する病気であり、さきほどの友誌紹介の中で話をしたとおり、自
覚症状がないため、その撲滅には継続的な支援が必要となりま
す。これを放置して感染が広がれば折角のこれまでの取組みの意
味合いが大きく減ってしまうことにもなりかねません。
１９７９年のﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝ投与からの取り組みで、ﾛｰﾀﾘｰが投入し
た資金は２０１８年度までで１８億ﾄﾞﾙを超えています。この活動は
ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ内に留まらず、ﾋﾞﾙｹﾞｲﾂが運営する財団からの補助
金を受けるなど、世界的な取り組みとなっています。
また、ﾎﾟﾘｵ常在国は途上国ですからそれゆえの政情不安もあり、
ﾜｸﾁﾝ投与は危険と隣合わせの中、有志のみなさんの努力でおこ
なわれています。
会員皆さんから毎年寄付頂いている年次基金の寄付は、毎日

毎年の組織運営に必要な財源をまかなう貴重なお金となっており
ます。また、ﾎﾟﾘｵ撲滅の継続は１８億ﾄﾞﾙの投資を無駄にしない
だけでなく、その価値は無限大です。そしてその活動は皆さん一
人一人の寄付によって支えられています。
引き続きご協力をよろしくお願いします。
奉仕プロジェクト報告 「矢野の家」秋祭りを実施
１１月１７日（日）「矢野の家」において秋祭りの開催をお手伝いさ
せてもらいました。射的・ｽｰﾊﾟｰﾎﾞｰﾙすくい・駄菓子屋などを設け、
またおたふくｿｰｽさんにご協力いただいた焼きそば屋台には行列も
でき、大勢の子ども達や地域の方々で賑わいました。
また、ﾎｰﾑﾃﾚﾋﾞのﾆｭｰｽ番組でもご紹介頂きました。

参加頂いた皆様、お疲れさまでした！
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