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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
1月23日例会

出席
報告
和田 賢二 会長
2月、RIでは「平和と紛争予防月間」であり
ます。ちょうどRIのロータリー平和センター
より世界平和や開発分野での経験豊かなリー
ダーをフェローシップにご推薦下さいとメー
ルが参りましたので、ご協力をお願いいたします。
また、この月間に因みまして来週7クラブ合同例会を行い
ます。今年度は帯広クラブが幹事年度でその運営などすべ
てを担当いたします。昨年は5クラブ合同事業として、11月
22日から1週間、帯広市役所の市民広場で、ロータリーが行
っている奉仕活動を、広く一般市民の方々に知って頂く為
の「世界ポリオ撲滅パネル展」を開催いたしました。
次週の合同例会では、ロータリアンにもっとこのポリオ
プラス事業について、いかに大切で、大変な思いが詰まった
プロジェクトであるかを、ご理解して頂くための例会にな
ればと思っております。
帯広クラブの会員の皆様には、事前にご認識頂いてから
合同例会に臨まれた方が、ご理解が早いと思いまして、本日
はその背景を少し話させて頂きたいと思います。
私も26年間クラブに在籍して居りながら大変お恥ずかし
いのですが、東京麹町ロータリークラブのロータリアンお
二人の熱き思いが、世界的プロジェクトになったという事
を昨年度知りました。
お一人は山田ツネ（ツネ=変換できない難しい漢字なので
カタカナ表記としました）会員です。御尊父は｢ファーブル
昆虫記｣の邦訳書・｢気違い部落周遊記｣で有名な作家きだみ
のる氏で、御母堂はフランス文学者という家庭に育ち、海外
を転々されていた為か、実に12 ヶ国語を話されたという東
大法学部卒の豪快で、人付き合いのすこぶる良い方だった
そうです。そしてもうお一人の、峰英二会員は、山田会員よ
り4つ年上ですが、一年遅くロータリーに入会しました。太
平洋戦争の時は、海軍で潜水艦に乗務する船医だった為、何
度も死線を乗り越えられてきたという方で、専門は泌尿器
科の先生です。ロータリーの活動では、ローターアクトメン
バーの指導に熱心だったそうです。
このお二人が、1982年3Hボランティア活動で、結核予防
の為インドへ行かれた時に、現地で小児麻痺の子供が沢山
いるのを目の当たりにしてお帰りになられました。この事
がきっかけとなり、南インドのポリオプロジェクトにのめ
り込んでいくことになった訳です。
この活動を始めるに当たり、クラブ内ではロータリーは
決議23-34のとおりアイサーブであって、他年度に渡るもの
はウイサーブであってロータリー的ではないと論争があっ
たそうです。
しかし、クラブ内の合意を取り、1983年クラブ創立15周

会員総数94名（内免除会員4名）

出席者数 57名
0

■会長報告

和田賢二

メークアップ 14名

欠席者 23名
（名）

94

年の時にポリオワクチン購入の為100万円集めインドへ渡
った訳です。その後、山田ツネ会員がクラブ会長になった年
がクラブ創立20周年の時でしたが、任期途中で病になりま
して翌年7月にお亡くなりになりました。
また、一年後には峰英二会員も同じくインドの風土病の
為、お亡くなりになりました。
この東京麹町ロータリークラブのお二人の熱き思いが、
2580地区と2750地区を動かし、現在の国際ロータリーポリ
オプラス事業へと発展したのであります。このような背景
をご承知の上で、核心部分につきましては来週の例会に是
非ご出席い頂きまして、じっくりとお聞き頂ければと存じ
ます。
■プログラム「米山奨学生卓話」
米山記念奨学委員会
米山記念奨学生 APユヘンドラ 様

■委員会報告
ポールハリスフェロー表彰
5回目 増田 正二 会員
1回目 高原
淳 会員
ロータリー財団メジャードナー表彰
野村 文吾 会員
この後、
「 ロータリー情報・記録保存委員
会」の野村 一仁 委員長より卓話をもらいま
した。

■会務報告
外㟢 裕康 幹事
①帯広5RC・芽室RC・音更RC合同例会開催のご案内
日 時 2月13日（水）午後0時 会 食
午後0時30分〜1時30分 例 会
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
講 師 弁護士法人 エルディ総合法律事務所
所長 藤谷 護人 様（東京麹町RC）
演 題：
「山田さん、

峰さんが切り拓いたポリオ撲滅への
道〜ロータリー精神の鑑〜」
※尚、帯広東RC、2月12日（火）の繰下げ例会と致します。
帯広西RC、2月14日（木）の繰上げ例会と致します。
帯広北RC、2月15日（金）の繰上げ例会と致します。
帯広南RC、2月18日（月）の繰上げ例会と致します。
②第6分区IM（都市連合会）開催のご案内
日 時 平成31年3月9日（土）午後1時30分（受付：1時より）
〈終 了〉午後5時
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
・基調講演 14：00〜15：00
RI第2500地区 パストガバナー 成瀨 則之 様
・特別講演 15：10〜16：30
フリーアナウンサー 和久井 薫 様
※尚、帯広RCは3月20日（水）の繰上げ例会と致します。
※当 日は、12：30〜当ホテル1F『丹頂』にて例会を開催
致します。
（昼食有）
③帯広RC、2月27日（水）の例会は、休会と致します。
④帯 広南RC、2月11日（月）の例会は、祝日のため休会と致
します。
⑤帯広西RC、移動例会開催のご案内
日 時 2月21日（木）午後0時
場 所 介護老人保健施設あかしや
⑥帯広北RC、創立60周年記念式典・祝賀会開催のご案内
日 時 2月22日（金）登録受付
午後4時
記念式典
午後4時30分
記念祝賀会 午後6時
場 所 ホテル日航ノースランド帯広
登録料 10,000円
⑦帯広西RC、創立記念夜間例会開催のご案内
日 時 2月28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。

・ニコニコ献金
仁木 宏一 会員
バレンタインジャンボ宝くじへの販売協力ありがとうご
ざいました。
森
光弘 会員
本日、米山記念奨学生のスピーチがあります。皆様最後ま
で御清聴頂きますようよろしくお願い申し上げます。
櫻井 博一 会員
本日、米山の例会です。皆様よろしくお願いいたします。
・お誕生日祝い
加藤 維利 会員
梶野宗一郎 会員
合田 倫佳 会員
神山恵美子 会員
花岡寿美代 会員
大野 清徳 会員

・2月のプレゼント曲
スタイリスティックス（The Stylistics）1975年のヒット曲
「愛がすべて」
「Can't Give You Anything（But My Love）」
・配偶者様お誕生日祝い
橘
精三 会員
合田 倫佳 会員
櫻井 博一 会員
・ご結婚記念日祝い
横山
聡 会員
河村 知明 会員
小林 義幸 会員
池田 健太 会員
三好 健夫 会員
・米寿祝い
進藤 恒彦 会員
・出席報告
2月6日例会の報告 会員総数 94名 内免除会員4名 出席者数65名
1月23日の例会
メークアップを含む出席者数71名 出席率78.0%
【お知らせ】
・2月のロータリーレートは、$1=110円です。
■2月のプログラム予定
2月13日（水）
「帯広5RC・芽室RC・音更RC合同例会」
（国際奉仕委員会）
2月20日（水）
「ガバナー補佐公式訪問」
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐 曽根
一様
セクレタリー 西田 重人 様
「会員卓話」神山恵美子委員長
（ロータリー財団委員会）
2月27日（水）
「休
会」
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