
SHIZUOKA  NORTH  ROTARY  CLUB  WEEKLY  BULLETIN

静岡北ロータリークラブ

例会日 ： 毎週火曜日  12:30～13:30　　例会場 ： ホテルアソシア静岡  TEL.054-254-4141
事務所 ： 〒420-0853  静岡市葵区追手町2-12  静岡安藤ハザマビル5F  TEL.054-254-5611  FAX.054-221-0515
◆http://www.wbs.ne.jp/bt/nrc/　◆E-mail : shizuoka-rc@mail.wbs.ne.jp

会　長
鈴木　　勉
副会長

津田　　薫
幹　事

山﨑　俊昌
副幹事

森崎　和敏会 長　鈴木　　勉

SHIZUOKA  NORTH  
ROTARY  CLUB

2014 －15年度　RI会長　ゲイリー C.K. ホァン ／ Light Up Rotary

2015年4月28日 ［火］　 第1183回例会　天候：

しずおかオープンガーデンHPより 今月の
ガーデニング

「手に手つないで」　今月の歌 「春の小川」

阿部　　裕之様

VO  THI  THU  THUY様
ヴォ　　 ティ　　　トゥ　　　  トゥイ

ゲスト卓話　静岡日本平RC

米山奨学生

川西　啓弘会員

5月19日（火）
静岡北・西合同例会
富士山と朝鮮通信使について
北村  欽哉先生

5月12日（火）
富士山よもやま話
カメラマン  横見様
※「役員理事会」開催

本日の例会案内

次回のプログラム

（第1184回例会）

出席報告

司会進行 山﨑　俊昌幹事 会長挨拶 鈴木　　勉会長

開会点鐘 鈴木　　勉会長

ロータリーソング 小野田　貴会員

ビジター紹介 川西　啓弘会員

（1）京都春の都おどり一泊旅行（４/25・26）
先日の土・日と一泊二日で、恒例の静岡北クラブの旅行に
行ってまいりました。ご参加の会員の皆様、企画・運営に当
たられた旅行同好会の杉山直さんには、本当に心からお礼
を言わせて戴きます。有難う御座いました。2年続きの京都
旅行とのことでしたが、26名の多数の参加を戴き、嬉しい限
りです。私の今回の旅行の良い印象に残る点は、
1  何よりの初夏を想わせる好天であった事。
2  建仁寺の襖絵、法堂天井双龍の絵、琳派俵屋宗達の
風神・雷神図を見れた事。

3  都おどりのあでやかさ。
4  伏見月桂冠大倉記念館の伏流水のまろやかさ。
5  幕末の歴史を寺田屋旅館が感じさせてくれた事。等です。
京都の中でも、宇治、伏見方面の名所・旧跡は今まで現地
も行ったことが無い所が多く私には大変良い経験となり楽し
い旅行となりました。京都は何度いっても見尽くせない。

（2）ロータリーデイ（４/19・日）
創立２０周年記念事業として、静岡市花と緑の街づくり運
動の「春の園芸市」に参加出店、オープンガーデンバスツア
ー６回。寄せ植え教室３回実施。当クラブ中心的社会奉仕
活動としていずれも市民の方々から親しまれておりました。
本年度はRIから各クラブで「ロータリーデイ」を一日設けなさ
いとの事。その意味は、地域の人々にロータリーの存在意義
と奉仕活動の内容を周知する事。それで、この日を当クラブ
の「ロータリーデイ」としました。いつもどおりのおもてなしの心
と笑顔で、静岡市民のお客様に接いて有難う御座いまし
た。午前・午後のバスツアー共に満員。また、4回の寄せ植え
教室も満員御礼で、楽しんで、ロータリーデイの目的を達する
事が出来ました。盛況の内に総ての作業、地域奉仕活動を
終了しました事をご協力戴いた事。市民の参加者からは、こ
の活動が終了される事を本当に残念に思うという感想が数
多く寄せられた事をご報告いたします。特に企画、準備、運
営等地域社会奉仕委員会他に皆様ご苦労様でした。
心から感謝いたします。

（3）４/25に起きたネパール大地震は２８日の今朝の報道で死者
は4,000人を超え、ヒマラヤンタイムズは災害当局者の話とし
て死者8,000人に達する可能性があると発表。心から被害
に遭われた方々に心からのお悔やみ申し上げ、一刻も早い
救出活動に期待いたします。
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《ヴォ・ティ・トゥ・トゥイ様 ご紹介》
国　籍／ベトナム
在籍校／静岡英和学院大学

春 の 園 芸 市 例 会
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［担当：山田］

・5月5日㈫は、休例会です。
・5月12日㈫は、役員理事会を開催します。
・5月19日㈫は、静岡北・静岡西合同例会です。
・5月24日㈰は、RI2620地区第5分区ゴルフコンペを
開催します。
・〈市内RC 5月例会変更〉

■河瀬　卓二会員
結婚記念日に立派なお花をありがとうございました。
皆様のおかげで元気に過しております。
■長谷川吉昭会員
結婚記念日、誕生祝い、ありがとうございました。
■岸　　好子会員
お誕生日プレゼントのケーキ、ありがとうございました。
会社のスタッフとおいしく頂きました。アソシアさんへのク
リスマスケーキの注文が増えそうですよ。
■前野　克己会員
お誕生日のお祝い、ありがとうございます。
ピンピンの心がけ：「階段見たら薬と思え」「ゴルフカート
に乗らない」もう少しがんばります。
追）5月から7月の料理教室のご案内です。
お待ちしています。

■豊吉　保詩会員
結婚記念日に美しいあじさいをありがとうございました。
■大橋　知文会員
昨日、誕生日を迎えました。2週間前こちらで美味しい
ケーキを頂き、社員と食べ、ありがたく思いました。感謝！！
■杉山　　直会員
皆様の御協力をいただき、楽しい親睦旅行に行く事が
出来ました。それにしても暑かったですね～え！疲れはと
れましたでしょうか？次年度も頑張って行きましょう。
■内田　英男会員
1泊2日の京都旅行、とても楽しかったです。
女房と共々感謝、感謝。幹事の杉山会員ありがとう！
■白井　幸徳会員　■成瀬　重夫会員
■石垣　徳夫会員　■石川たか子会員
■岸　　好子会員　■山田喜久子会員
■北條由美子会員
京都旅行で大変お世話になり、ありがとうございました。
杉山直さんありがとう。お疲れ様でした。
■吉田　空玄会員
京都旅行、天気は快晴でよかったですね。
お疲れ様でした。ボクは仕事で参加できませんでした
が、気持は「都おどりはよーいとな」。

■大橋　利昭会員
阿部さん、ようこそおいでくださいました。
本日の卓話、楽しみにしています。
いつも「はだか」のお付合ですネ。

誕生日／4月29日
4月29日

川西　啓弘会員
前野　克己会員

幹事報告 山﨑　俊昌幹事

おめでとう 山﨑　俊昌幹事

スマイル 内田　英男会員

閉会点鐘 鈴木　　勉会長

18日（月）

18日（月）

20日（水）

22日（金）

静　　岡

静岡中央

静 岡 西

日 本 平

日　付 クラブ 場所／時間
グランディエール ブケトーカイ

11：30～12：30
グランドホテル中島屋
17：00～18：00

ホテルセンチュリー静岡
11：30～12：30

ホテルアソシア静岡
11：30～12：30

世界のポリオの発生の現状と
ポリオ撲滅への活動 in INDIA

静岡日本平ロータリークラブ
阿部化学株式会社　代表取締役社長

阿部　裕之様

出典／インド国内ポリオプラス委員会事務局長  ロケシュ・グプタ氏
翻訳／静岡日本平ロータリークラブ

地元ロータリアンと　
ペナント交換▶

▲保健所医師よりご挨拶 ▲仮設保健所完成

ポリオ撲滅国の証明へのプロセス
■小児麻痺撲滅のゴールは小児麻痺撲滅の世界的証明
■すべての国が監視のもと最低3年連続して小児麻痺病原体
転移がないことを証明できた時、撲滅の世界的証明がされる。

Lessons  教訓
●すべての場所で終了するまで終了とは言えない
●自由への代償は永久に監視すること

Challenges  挑戦
●免疫性を維持すること　　●リスク軽減
●監視を継続すること　　　●小児麻痺に取り組む
●挑戦に対応する用意　　 ●終盤に向けての準備

ポリオ公共保健緊急事態
●技術援助や社会動員の増加
●もし世界のどんな子供でも生まれつき小児麻痺であったらそれ
は世界緊急事態である

●オーラル小児麻痺ワクチンを接種できない子供が世界にいた
ら、それは緊急事態である

◆ポリオワクチン投与１日目
世界のロータリアンが一班４人に分かれ地元の看護師と共に、
地域の集会所に移動しワクチンを投与する簡易保健所を設
営。阿部、種本の所属する
チームは３時間で２５０人の
子供にワクチンを投与した。
投与された子供の左手小指
の爪には紫のマジックでマー
クする。


