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2014〜2015年度
国際ロータリーのテーマ

2014〜2015年度
国際ロータリー第2760地区

2014〜2014年度
名古屋瑞穂ロータリー会長のテーマ

Light up Rotary
ロータリーに輝きを

ガバナーのテーマ
集まろう・語ろう・楽しもう

感謝の気持ちを持って、
ロータリーライフを楽しもう

〜職業奉仕月間・米山月間〜

クラブテーマ：
「熱田の杜・友愛・気品」
第16回

会長挨拶

梅村 昌孝さん

妻の誕生日でした。
毎年大きなお花を有難うございます。
・先日、
岩田修司会長

昔ある飲み屋さんで、
ちょくちょくお会いす

松井文一郎さん

妻も楽しみにしていたようです。

欠席が続きました。
・業界の海外研修でドイツへ行っていました。
岩本 成郎さん

る人と、
たまたまお話する機会がありました。

体に気を付けて下さい。 渡辺喜代彦さん
・寒くなって来ました、

飲みながら話をしていましたら、大手広告

先日はお世話になりました。
ありがとうございました。
・野崎さん、

代理店の役員の方でございました。今は定

佐治 寬行さん

年になってやめられたようでございますが、

湯澤信雄さん、
山口哲司さん、
4RCゴルフ会優
・おそまきながら、

意気投合して飲んでおりましたら
『鬼の十則

勝おめでとうございます。
祝勝会欠席ごめんなさい。

』
と言うテレホンカードを記念に頂きました。

なかなかハードですが、
ポイントをついた内容になっていると

思いますので、今日はその内容を紹介させて頂きます。

湯澤 勇生さん

出席報告

山本英雄出席委員長

会員63名 出席39名 （出席計算人数43名）

①仕事は自ら創るべきで、与えられるべきではない

②仕事とは先手先手と働き掛けて行くことで、受け身でやるもの
ではない

③大きな仕事と取り組め、
小さな仕事は己を小さくする

④難しい仕事を狙え 、そしてこれを成し遂げるところに進歩が
ある

⑤取り組んだら放すな 、殺されても放すな、目的完遂するまで
は…

⑥周囲を引きずり回せ、
引きずるのと引きずられるのとでは、永
い間に天地の開きができる

⑦計画を持て、長期の計画を持っていれば、忍耐と工夫とそして
正しい努力と希望が生まれる

⑧自信を持て、
自信がないから君の仕事には迫力も粘りもそして
厚みすらない

⑨頭は常に全回転、八方に気を配って一部の隙もあってはなら
ぬサービスとはそのようなものだ

⑩摩擦を怖れるな、摩擦は進歩の母、積極の肥やしだ、
でないと
君は卑屈未練になる

出席率 76.5％

10月 16日 は補填により 91.9％

幹事報告
にて推薦小委員会を行い
・本日13：40より9F「ことぶきの間」
ます。

にて推薦委
・次週10月30日(木)13:40より9F「ことぶきの間」
員会を行います。

ワールドフード+ふれ愛フェスタ例会

堀慎治幹事

堀慎治幹事

11月1日のワールドフード+ふれ愛フェスタ例会について説明

させて頂きます。本日メールボックスの中に4,000円分のチケッ

これは上半期会費請求時に皆様から例
トが入っておりますが、
会費として頂いた分です。

掲示板に貼ってありますが、例会は11月1日11：30〜12：30

の1時間しか時間が与えられていません。Aゾーンでは、岩田修

司会長のご支援によりワンコイン健診というものを開催させて
ワンコイン健診の場所が、例会会場となります。非常に
頂きます。

場所が混雑しますので、通常の例会のセレモニーは一切行いま

以上の十則であります。

どこの会社かはお分かりだと思いますが、
いくつかは心に来る

フレーズがあるのではないでしょうか。

山本英雄ニコボックス委員長

ガバナー職の方は、
お陰様で元
・10月29日は結婚記念日です。
気にやっております。

鈴木 淑久さん

した。
・10月15日は誕生日でした。

会 ：関谷俊征会場委員長

ニコボックス

行うことができました。野崎さん、先日はありがとうございま

近藤

雄亮さん

「あつた宮宿会キックオフシンポジウム」
を無事
・皆様のおかげで

みなさんチケットを購入し
チケット購入者は出席とみなし、
せん。

て頂いていますので、全員出席扱いとさせて頂きます。

1日から3日間、今回はガバナーが主催ということで事務局も

大変なのですが、盛り上がっています。皆さんも1日だけでなく、
3日間通して来て頂けるとありがたいです。

詳しい内容については、髙木さんの方から説明させて頂きま

すのでよろしくお願いいたします。

髙木 勝事務長

当クラブより多くの広告協賛を頂いて
まずお礼申し上げます。

ガバナ
ガバナーも大変喜んでいました。
これに対して、
おります。
また、堀慎治さんの多
ーに代わりまして厚く御礼申し上げます。

大なる努力を持ちまして、西名古屋分区の中でチケットの購入

こちらひとえにみなさまの温かいご支
数が一番となりました。
ありがとうございました。
ご協力のおかげです。
援、

当日の説明をさせて頂きます。先程堀慎治さんから説明があ

りましたが、11月1日、2日、3日にワールドフード+ふれ愛フェス
たくさんの方が
タが開催されます。地区外のパストガバナー等、
当クラブの例会日は11月1日です。例
そして、
いらっしゃいます。

会を行って解散となります。1日、都合が悪いという方がいらっし

ゃいましたら、2日、3日もやっています。3日間通して、来場者は7

万人ほどを見込んでいます。大変混雑するかと思いますが、事務

当日何か分
所の人間はジャンパー等羽織ってると思いますので、

そういった方にご相談下さい。私も
からないことがありましたら、

お時間のある方は、
3日間朝から晩まで本部に待機しています。
お手伝いして
我々事務局も人数が足りなくて困っていますので、
頂けると幸いです。

まだ何か分からないことがありましたら、直接聞きに来ていた

ありがとうございました。
だければ分かる範囲でお答えします。

なごやか例会風景

ソークのワクチンがつくられてまもなく、
アルバート・セービンが、
多くの子どもたちに素早く、安全に、
しかも安価で免疫を与える

ことができる経口ワクチンを開発しました。
不可能と言われたポリオ撲滅

1985年、
ロータリーのポリオプラスプログラムが始まりまし

たが、
その目標は、
この体が動かなくなる病気を予防するために
5歳以下の全ての子どもたちに免疫を与える、
という単純なもの

でした。
ポリオプラスの最初の成功によるところが大きく、1988

年には、世界保健機関（ＷＨＯ）
の総会で166の加盟国が満場
一致で、
ポリオ撲滅を目標にすることが決まりました。

当時、
そのアイデアは想像を絶するほど野心的なもので、多くの

人々が不可能だと思っていました。今日、ポリオの症例は1年に
数百件が報告されるだけになり、ポリオの常在国は3か国を残

すだけになりました。私たちは今までになく目標に近づいていま
す。今までの勢いを維持できれば、私たちは2018年までに完全
に撲滅することができるでしょう。

END POLIO NOWのサイトをご利用ください

そして今月、10月24日は世界ポリオデーとして、
ソーク博士

誕生100年を祝います。

今月は、
ポリオ撲滅に向けた私たちの活動にスポットライトを

当て、
「ロータリーに輝きを」与えてくださるよう、
すべての皆さま

にお願いしたいと思います。政府関係者に連絡を取り、
ポリオ撲

滅に関する事柄を知ってもらいましょう。END POLIO NOWの

サイト
（endpolionow.org/jp）
で、
ロータリーの活動に関する
感動的な話を読んで、
それらをソーシャルメディアで分かち合い
ましょう。
そのサイトからポリオ撲滅のために寄付をすると、
その
額の2倍がビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から上乗せされ、
大きな効果をもたらすことができます。
ポリオを撲滅させれば（私たちはそれを達成できるでしょう）、
私たちは世界により良い未来をもたらすことになるでしょう。
そ
して同様にロータリーにも、
より良い未来をもたらすことになり
ます。私たちは組織として素晴らしいことができる能力があるこ
とを自ら証明できるのです。
そして私たちの子どもや孫に、
ポリオ
のない世界という永遠の贈り物をすることになるのです。

来週の近藤ガバナー公式訪問予定

RI会長からのメッセージ
親愛なるロータリアンの皆さん、1914年10月、
ジョナス・ソク

は生まれました。彼はポリオに有効なワクチンを最初に開発し、

11月3日(月)

文化の日

11月4日(火)

瀬戸北RC

11月5日(水)

小牧RC

11月6日(木)

名古屋大須RC

11月7日(金)

新城RC

例会のご案内
■今週の卓話

世界史を変えた人物です。アメリカでワクチンが導入された

リカでポリオが大流行し、5万8,000件の症例が報告され、

伊藤敦夫さん
■次週の行事

3,145人が亡くなり、2万1,269人にまひを残したのです。全世

界では、毎年50万人に上る人たちが、
ポリオのために手足が不

自由になったり、命を落としたりしました。

テ ー マ ： 米山の現況

卓話講師 ： 地区米山奨学委員長

1950年代、世論調査によると、
ポリオは核戦争に次ぐ国家の脅

威でした。
それにはもっともな理由がありました。1952年、
アメ

10月30日
（木）

11月1日
（土） ワールドフード+ふれ愛フェスタ
場
時

■次々週

所 ： 久屋大通り公園(Aゾーン)
間 ： 1130〜12:30

11月6日
（木） 振替により休会

