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ロータリーを拡めよう
会 長

インスピレーションになろう
10月10日例会

出席
報告
和田

賢二 会長

本日10月24日は、
「 世界ポリオデー」です。
これは、ポリオワクチンを発明したジョナ
ス・ソーク博士の誕生日に由来しているそう
であります。1988年以来、ポリオの症例数は
世界全体で99.9%減少しています。現在、野生型のポリオ常
在国は、アフガニスタン・パキスタンの2カ国となっており
ます。
世界各地のロータリアンが、この日にポリオ撲滅に向け
た様々なイベントを企画しております。このように、各地で
同時期に啓蒙活動を行う事で、撲滅への認識が高まり、募金
を促進する事が出来ます。
この日に向けて、バリー・ラシンRI会長よりメールが参り
ました。
「皆さまにおかれましては、今年の世界ポリオデーの活動
や行事をご計画中であることを願っております。世界では
毎日36万人の赤ちゃんが生まれます。これらの赤ちゃんを
ポリオから完全に守るには、それぞれの赤ちゃんにポリオ
の予防接種を1回だけでなく、数回行わなくてはなりませ
ん。ウイルスの伝播を食い止めるには、一時に世界すべての
子どもがポリオの十分な免疫をもっている状態でなければ
なりません。しかも、毎日誕生する赤ちゃんにウイルスが及
ぶ前に。ポリオの撲滅を実現する唯一の方法は、私たちが現
在取っているアプローチ、つまり大規模かつ一斉規模で行
うこと以外にないのです。毎年、ワクチン約4億3000万服を
届けるための膨大なネットワーク、そして大規模な一斉キ
ャンペーンを実施することです。世界ポリオデーには、私た
ち皆がこのことを肝に銘じ、理解する必要があります。今、
私たちが持つすべてを注ぎこみ、資金を集め、認識を向上
し、ポリオ撲滅（End Polio Now）へのインスピレーションと
なるときが来ています。」とありました。
帯広ロータリークラブとしては、市内の4クラブに呼びか
けまして、5クラブの協同事業として「ポリオ撲滅パネル展」
を計画しております。会場の都合で1ヶ月遅れになります
が、11月20日から帯広市役所1階ロビーにて、一週間開催致
します。是非、会員の皆様も御来場願います。

会員総数90名（内免除会員4名）

出席者数 54名
0

■会長報告

和田賢二

メークアップ 10名

■プログラム 「会員卓話」
新沼

彰人 会員

欠席者 26名
（名）

90

プログラム委員会

梶野宗一郎 会員
これからの自分の夢を新入会員卓話にし
たいと思います。私は、1967年生まれで現在
51歳。夢とは、19年後の2037年、70歳の時に、
ジャスダックに上場することです。人生100
年とこの頃言われます。先に大きな夢を持と
うと思ったのです。なぜ70歳なのか？ 3年前、父が他界して、
48歳で社長になりました。最初の1年は、社長になる前から
想像していたことを実践しようと考えて、本を今以上に読
んで、自分で考え、いろんな場所に行き、たくさんの人に会
いました。海外では、翌年、アメリカ大統領の選挙があり、ド
ナルド・トランプ氏が当選。同じ不動産業なので、興味があ
り、早速トランプタワーに行ってみました。
トランプ氏は最年長のアメリカの大統領で、70歳。そう
いえば、祖父の宗五郎さんは、60年前、何歳でかじのビルを
建てたのだろう？かじのビルは、昭和33年1958年創立。祖父
の宗五郎は、明治21年、1888年誕生。ということは、70歳。
60年前の宗五郎さんも、トランプ大統領も70歳からスター
トしている。自分も70歳からのスタートを作って、その夢を
目標にしていけばいいな〜。そんな、単純な発想がスタート
です。そして、ジャスダック上場というステージを選んだの
です。
実はこれは、手段であり、目的ではありません。ここから
が、私の夢なんです。稼いだ金は、祖父の名前をいただき梶
野宗五郎財団を設立します。そして、東京に、アパートを買
います。十勝出身の学生に、家賃は無料で住めるようにする
のです。私も学生生活を東京で経験して、今の自分があると
考えています。東京でいろいろ経験を積んで、いろいろ見
て、聞いて、感じる青春時代を送ってほしい。入居ルールも
決めました。入居には、テストがあります。親孝行という作
文です。そして、学生生活が終わり就職したら、税金を払い
ますので、それを育った地域にふるさと納税してもらいま
す。
「返礼品」は、御親さん宛に贈っていただくお約束をして
もらおうかな〜なんて思っています。親に感謝して、ふるさ
とを思い、そして、学生生活を満喫した後は、社会に出て、経
済に参加し、納税の一部を地域に回せたら、十勝・帯広に貢
献できるかな。そんな、夢を持ちました。
私のスタンスである、
「 夢は大きく、そして、行動は、謙虚
に」
。
ジャスダック上場は、
目的ではなく、
手段。
夢ですから、
大
きく持ったほうが、
自分のパワーになります。
これからも頑張
っていこうと思います。
ご清聴ありがとうございました。
■新会員紹介
関山 岳大君紹介
推薦者：讃岐武史会員
■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯広RC、10月31日（水）の例会は、休会と致します。
②帯広西RC、夜間例会開催のご案内
日 時 10月25日（木）午後6時30分
場 所 北海道ホテル

↑携帯サイトが
できました。
バーコードリー
ダーで読み込む
事ができます。

③帯広東RC、夜間移動例会開催のご案内
日 時 10月30日（火）午後6時30分
場 所 幕別パークホテル悠湯館
④帯広西RC、移動例会開催のご案内
日 時 11月8日（木）午前11時50分
場 所 カールプレックスおびひろ
⑤帯広北RC、夜間例会開催のご案内
日 時 11月9日（金）午後6時30分
場 所 ジグザグ
■委員会報告
・ニコニコ献金
親睦活動委員会
10/17分
後藤 裕弘 会員
自衛隊退職者を多く雇用していることで、岩屋毅防衛大臣
より感謝状を頂いてまいりました。朝霞訓練場の観閲式も
参観させていただき、安倍総理も参加して数千人の豪華な
パレードを見せていただきました。
日浅 尚子 札幌RC会員
久しぶりに、皆様にお会いできるので。出張を帯広RCの
例会に合わせました。
10/24分
横山
聡 会員
北海道新聞社は来年1月14日に札幌ドームで「ほっかいど
う大運動会」を開催します。被災地応援イベントです。11月
末まで参加受け付けています。パンフレットをレターボッ
クスに入れさせていただきました。
讃岐 武史 会員
新しいSMBC日興證券帯広支店長、関山岳大さんの入会
をご承認頂きありがとうございました。
関山 岳大 会員
歴史と伝統ある帯広ロータリークラブへの入会をご承認
頂きありがとうございました。
高原
淳 会員
本日例会を担当させていただきます。
梶野宗一郎 会員
新入会員卓話させていただきます。宜しく御願いします。
新沼 彰人 会員
卓話の機会を頂きありがとうございます。
・配偶者様お誕生日祝い
野村 文吾 会員
増田 正二 会員
・ご結婚記念日祝い
星屋 洋樹 会員
・出席報告
出席委員会
10/24例会の報告 会員総数90名 内免除会員4名 出席者数54名
10/10例会の報告 メークアップを含む出席者数64名 出席率73.5%
■次週プログラム予定
10月31日（水）「休 会」
11月 7日（水）「第1回情報集会報告」
（ロータリー情報・記録保存委員会）
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