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ゲ スト 卓 話「 目 前 に 迫 る サ ッ カ ー Ｗ 杯 」

◦ロータリーソング◦

子供達を苦しめています。その為全世界のロー
タリーが力を合わせ、これを根絶する活動、そ

ソングリーダー
川辺 哲君

れがエンドポリオプログラムです。ポリオと人
類は３０００年以上戦っており、ずっと人類を
苦しめています。人類とポリオの戦いをスライ

◦ゲ ス ト 紹 介◦
富士ＲＣ 幹事 佐野力哉さん

ドでまとめてありますが、ワクチンは１９６０
年にできました。３０００年の歴史で人類がポ
リオと戦えるようになったのは、このわずか

◦会

長

挨

拶◦

６０年という事になります。そしてロータリー

会長 望月啓行君

も４０年以上、ポリオ根絶に向けて戦っていま

１０月２４日世界ポリオデーです。静岡ロータ

す。１９７９年からロータリーが先んじて、活

リークラブとしても募金活動を企画しています

動を始めました。その時は日本も含め３５万件

ので、よろしくお願いします。 ポリオは小児

以上症例がありました。経過の中で１９８８

麻痺とも言われ、２０００年前後日本ではなく

年ロータリーはＧＰＥＩ（Ｇｌｏｂａｌ Ｐｏ

なりましたが、病気自体は残っており、世界で

ｌｉｏ Ｅｒａｄｉｃａｔｉｏｎ Ｉｎｉｔｉａ

ｔｉｖｅ）を立ち上げポリオ根絶に立ち向かっ

としても必ず最後までやりきる事項となってい

ています。２０２０年に、アフリカ、大陸の

ます。ビル・ゲイツはこのように言っていま

ポリオも根絶されて、あとわずかとなりまし

す。
「ロータリーから刺激を受け、私もポリオ

た。現在のポリオの発症例ですが本年度は２０

根絶に深くかかわろうと決意しました。ロー

件です。さてポリオは本当になくせるのでしょ

タリーがなければ、今日の世界はなかったで

うか？感染期間・経路・宿主が人のみ・ワクチ

しょうし、今後世界が向かうべき方向も失われ

ンで防げるという条件があるので必ずポリオは

ていたでしょう」是非私達の世代でポリを根

根絶できると考えられています。しかし、今ま

絶しましょう。さて、エンドポリオ活動での

だアフガニスタン・パキスタンではポリオが

私たちの募金が、最前線でどのように使われ

あります。これは内戦の問題や宗教の問題が

ているか、ビデオを見てみましょう。様々な

あり、なかなか根絶活動がしにくいところで

戦略を練りながら。多くのスタッフが活動し

す。しかし、必ずポリオをなくしていくように

ています。このビデオの題名は「Ｔｏ ｗａｌ

していきたい。これは、もちろん子供たちにこ

ｋ ｗｉｔｈ ｐｒｉｄｅ子供達が自分達の足で

の病気の被害が及ばないようにという事もあり

歩き、誇りをもって生きていくために」という

ますが、日本でも４種混合ワクチンで、非常に

意味です。さて来週の月曜日は世界ポリオデー

コストがかかっており、もし根絶できれば、こ

です。是非みなさん募金活動ご協力ください。

の費用もなくなり、全世界的にメリットがでて
きます。静岡ロータリーも是非協力していきた
いと思っています。さてロータリー財団は４億
ドル弱お金を集めていますが、その中で４０％
をポリオ根絶にかけ、最も力をそそいでいま
す。そして先ほども触れましたがロータリーは
ＷＨＯ、ＣＤＣ、Ｕｎｉｃｅｆ、Ｂｉｌｌ＆Ｍ
ｅｌｉｎｄａ基金、ＧＡＶＩとＧＰＥＩという
枠で連携して活動しています。それぞれには役
割があり、ロータリーはアドボカシー（政府へ

◦委 員 会 報 告◦
同好会小委員会 八木義仁君

の働きかけ等）
・啓蒙・ファンドレイジングが

１０月２日（日）第１回親睦

役目です。他にはＷＨＯは戦略つくり、Ｕｎ

ゴルフコンペを開催しました。

ｉｃｅｆは現地での活動をしています。そし

２０名の方に参加いただきま

て、静岡ロータリーとしても、啓蒙・募金活動

した。

に取り組んで行きたいと思っております。そし
て時々４０年も大きな資金を投入しても根絶で

◦幹

きないなら、そろそろやめてもいいのでは、と

幹事 藤田博久君

いう意見もありますが、このポリオ根絶活動は

次回の例会は、令和４年１０月２４日の地区大

ロータリーとロータリー財団の最優先事項で必

会決起集会です。

ず根絶するとコミットメントいますので、組織

事

報

告◦

いません。悪化しているマーケットのフォロー
◦お め で と う◦
【誕生祝い】

を含め、
世間の皆様に少しでも貢献できるよう、
精進してまいります。

●●月●●日 松本博士さん
●●月●●日 金田勇紀さん

川池朗君

●●月●●日 淺原諒蔵さん

バースデーのお祝いありがとうございました。

●●月●●日 川池 朗さん
金田勇紀君
【結婚記念日】

無事、●●うん回目のＢｉｒｔｈ Ｄａｙを迎

●●月●●日 鈴木礁さん・由貴さん

えることができました。一日一日、一期一会を

●●月●●日 谷口健一さん・康子さん

益々大切に生きていこうと思います。ありがと

●●月●●日 志田洪顯さん・江美子さん

うございました。

●●月●●日 朝原亨さん・伸江さん
●●月●●日 原田兆啓さん・みどりさん

牧田静二君

●●月●●日 箕田智則さん・文美さん

結婚記念日のきれいなお花をありがとうござい

●●月●●日 児玉俊明さん・純子さん

ました。結婚は●●回目を金婚式、
、●●回目

●●月●●日 石松博幸さん・恵子さん

を●●●●●●●というそうですが、私達夫婦

●●月●●日 佐々木達也さん・磨紀子さん

もどうやら●●●●●●●を迎えることができ

●●月●●日 牧田静二さん・郁子さん

ました。その幸運に感謝してスマイルします。

●●月●●日 角田裕之介さん・紀子さん
志田洪顯君
◦ス

マ

イ

ル◦

富士ＲＣ 佐野力哉さん

そういえば、お花が届いていました。ありがと
うございます。

静岡ＲＣの皆様、こんにちは。富士ＲＣより参
りました佐野と申します。本日は歴史ある貴ク

児玉俊明君

ラブを勉強させていただきます。

結婚記念日のお花をありがとうございました。

伴野隆一郎君

鈴木礁君

半年ぶりの出席です。ろくでもない年です。春

●●年以上も妻の顔を観ている筈なのに、送っ

に長男を亡くし、今は家内が寝たっきりです。

ていただいた花越しに改めてみたら・・・ 秘

来る途中で車をブロックベイにぶつけました。

密にしておきます。大変感謝しております。

竹内貴志君

佐々木達也君

いつもお世話になっております。この度は弊社

結婚記念日のお花をいただきました。毎回毎回

ＳＭＢＣ日興証券に対する金融庁からの行政処

感謝しております。

分でお騒がせしておりまして、誠に申し訳ござ

石松博幸君
◦出

先日、妻から今年もお花届くよね？の言葉に、
不覚にも一瞬、間があいた返事に冷や汗。今年
もきれいなお花ありがとうございます。お陰様
で、●●回目の結婚記念日を滞りなく、過ごす
事が出来ました。

例会日

全会員数

（出席計算人数）

席

報
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出 席
会員数

欠 席 暫 定
会員数 出席率

72 名

10/17

107
（106）

現地 70 名
Zoom 2名

35 名

68.00 ％

欠席した方は年度内にメイクアップしましょう！

角田裕之介君

なお、国際ロータリー理事会の決定事項に則り、それに

結婚記念日のお花、有難うございました。私、

変更が無い場合は全会員出席扱いとします。

単身赴任ですが、妻の家族ＬＩＮＥの一声は
「すっかり忘れておりました。誰か覚えていた
人いる？いないよね。
」 続いて「ありがとうご
ざいます。静岡ＲＣさん」でした。一瞬焦りつ

◦ゲ ス ト 卓 話◦
「目前に迫るサッカーＷ杯」
スポーツライター 加藤訓義さん

つ「禍福は糾える縄のごとし」という一文を思

サッカーワールドカップ カ

い出しました。静岡ＲＣに救われました。ただ、

タール大会は１１月２０日開

私、これからの人生も、一喜一憂のままかもし

幕します。サッカーのＷ杯の

れません。引き続きよろしく御願いします。

魅力について話がありました。
Ｗ杯は、１９３０年ウルグアイで１回目の大会

谷口健一君

がスタートしました。その時は１３チームが参

結婚記念日に素敵なお花をいただきましてあり

加しました。現在は３２チームが参加していま

がとうございました。大切にします。今後とも

す。今回のカタール大会で２２回目になりま

よろしくお願いいたします。

す。日本は１９９８年のフランス大会が初出場
で、それいこう６回連続で出場し続けいる常連

箕田智則君

です。ワールドカップでの日本の初得点は中山

先日●●月●●日は、●●回目の結婚記念日で

雅史選手でした。中山選手をはじめ、当時の代

した。また１年間、ともに有意義な月日を送り

表選出の選手は静岡県出身が多く、約半分が静

たいと思います。誠にありがとうございました。

岡出身でした。実は、それから、だんだん静岡
出身者は減り続けています。静岡の存在感は薄

原田兆啓君

れてしまっています。今回のカタール大会の予

この度は結婚記念日に素敵なお花をいただき、

選は、日本はＥ組です。Ｅ組は、ＦＩＦＡラン

誠にありがとうございました。お陰様でとても

キング７位のスペイン、１１位のドイツ、２４

温かい気持ちになれました。

位の日本、３１位のコスタリカの４チームで、
日本の初戦はドイツです。予選通過は大変厳し

満席テーブル・・・寺戸さんテーブル、山元さ

いです。しかし、サッカーは何が起こるかわか

んテーブル、深澤さんテーブル、牧野さんテー

りません。日本の活躍を楽しみにしています。

ブル

