
会長　橘F 克和君
ここ何日か前よりやっと秋の足音が聞こえ

て参りました。昨日から今朝まで上京してお
りましたが、東京はもっと強く秋の到来を感
じて帰ってきました。しかし、まだまだ残暑
厳しい中ですのでどうぞご自愛くださいませ。
さて、今日は第2740地区高城昭紀ガバナー

をお迎えしての公式訪問例会です。また、西
尾弘毅ガバナー補佐と闍木義和地区幹事もご
同道いただいております。この記念すべき日
に3名の方の入会式をこの後させていただきま
すが、高城ガバナーよりバッヂを付けていた
だきますので、ロータリーでの思い出の日に
なる事と思います。これからのお三方のロー
タリーライフを楽しんでいただく事と、ご活
躍を祈念いたします。
さて、本年度のRIのテーマは「ロータリー

の未来はあなたの手の中に」でございます。
また、地区の高城ガバナーの方針もRIテー

マに則り地区の運営をされております。佐世
保ロータリーも、会員増強を留意しながら、
入会して良かったとか、楽しい交わりが出来
ると思えるようなクラブ運営をさせていただ

きたいと思っております。
高城ガバナーに於かれましては、私どもの

活動を見ていただきながら、後ほどの卓話の
中で高評をしていただければ幸いです。

○ロータリーソング「それでこそロータリー」
○ビジター
第2740地区ガバナー 高城

た か ぎ

昭紀
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君

第5グループガバナー補佐 西尾
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弘毅
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地区幹事 闍木
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君

幹事　石井　正剛君
１．国際ロータリー
「The Rotarian誌 8月号」が届いております。

２．台南ロータリークラブ 会長　
藺活動報告書、週報、会員名簿送付お礼状
藺台南扶輪社「季刊」2009年夏
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佐世保ロータリークラブ 会　長蘆橘　　克和　　　幹　事蘆石井　正剛 
 事務所蘆佐世保市島瀬町10-12  親和銀行本店内 TEL 0956-22-7720　FAX 0956-25-6323 
 例会場蘆佐世保玉屋8階（毎週水曜日） TEL 0956-23-8181 
 http://www.sasebo-rc.jp/    　　E-mail:src@circus.ocn.ne.jp

2009～2010年度 テーマ THE FUTURE OF ROTARY IS IN YOUR HANDS 
 　　   ― ロータリーの未来はあなたの手の中に ― 
2009～2010年度 R.I.会長 ジョン・ケニー（グランジマウスRC・スコットランド） 



３．ロータリーの友事務所
「友」11月号にインターアクト特集号の原稿
依頼

４．地区2008～2009年度 地区大会実行委員長
圓田　　治君

地区大会記録誌　訂正とお詫び

５．地区2008～2009年度 地区幹事
馬郡　謙一君

直前ガバナー事務所閉所のお知らせ
2009年9月4日貊

６．第2740地区ガバナー事務所
2740地区メルマガ第20号　8月13日発行

７．ハウステンボス佐世保ロータリークラブ
活動報告書送付のご案内

８．大村ロータリークラブ
週報

９．提唱　佐世保東ロータリークラブ
会長　前田　和隆君

提唱　佐世保ロータリークラブ
会長　橘F 克和君　

佐世保東ローターアクトクラブ
会長　西山　尚吾君

長崎国際大学ローターアクトクラブ
会長　仲野　　優さん

スポーツ懇親会のご案内
日時／9月20日豸 受付9:30 開始 10:00
場所／長崎国際大学体育館
登録料／1,000円（保険料、昼食代）
締め切り／9月4日貊

○原田　　孝君（54歳）
九州電力㈱相浦発電所 所長
カウンセラー：加納洋二郎君

○F木　友輔
ゆうすけ

君（53歳）
西部ガス㈱佐世保支店 支店長
カウンセラー：遠田　公夫君

○松本　由昭
よしあき

君（53歳）
㈱十八銀行　佐世保支店
執行役支店長
カウンセラー：安福鴻之助君

■財団奨学・米山委員会
委員長　鬼木　和夫君

橘闍克和会員より譛ロータリー米山記念奨
学会へ寄付をいただきました。
福田金治会員、安部直樹会員よりロータリ

ー財団へ寄付をいただきました。

■ローターアクト委員会
委員長　三浦桂一郎君

スポーツ懇親会のご案内
日　時／平成21年9月20日豸

受付開始9:30 開始 10:00
終了 15:00（予定）～二次会

場　所／長崎国際大学　体育館
登録料／1,000円（保険料・昼食代）

3,500円（二次会）
締め切り／9月4日貊

安福鴻之助君
第4回　輪飲クラブのご案内
日時／平成21年9月16日貉 18:00～

（セミナーは30～40分間）
場所／セントラルホテル佐世保 TEL 25-0001
会費／お一人様 14,000円

（お食事・グラス代込み）
ご同伴者 13,000円
（お食事・グラス代込み）
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輪飲倶楽部より
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親睦活動委員会　米倉洋一郎君
○結婚記念月のお祝い
松本　英介・澄子様ご夫妻（5日）
玉野　哲雄・貞子様ご夫妻（13日）

親睦活動委員会　委員長　古賀　　巖 君

第2740地区ガバナー 高城　昭紀君（島原RC）
創立60周年を目前に控え、クラブの充実を

図り、この地域の発祥クラブとして更にロー
タリーの輪を拡げて戴きますようお願い申し
あげます。そして、ロータリーの未来を担う
年度であり、貴クラブのご活躍とご発展を心
からお祈り申しあげます。

地区幹事　F木　義和君（島原RC）
長き60年の道標を間近に皆様の心のなかも

達成感に満ち溢れておられるでしょう。限り
なきあらゆる奉仕と優れた人財

●

をもって、更
に未来へ進まれますよう期待しております。

第5グループガバナー補佐
西尾　弘毅 君（北松浦RC）
高城ガバナー、闍木地区幹事、ようこそ島

原より佐世保ロータリークラブ公式訪問歓迎
致します。又、佐世保ロータリークラブは来
年度60周年を迎えられます。おめでとうござ
います。7月22日ガバナー補佐訪問の折は大変
お世話になりました。ホストクラブとして、
今年度よろしくご指導賜りますようお願い申
しあげます。

橘F 克和会長、F田　俊夫副会長
円田　浩司副幹事、井上　斉爾君
福田　金治君、山下　　登君、鬼木　和夫君
黒木　政純君、安部　直樹君、飯田　満治君
武井　洋一君
高城ガバナーのご来訪を歓迎してニコニコ

します。

山縣　義道君
高城ガバナー、闍木地区幹事、西尾ガバナ

ー補佐、歓迎申しあげます。高城ガバナーは
2000～2001年 武井ガバナーの時、ガバナー補
佐をお務めになり、1年間お世話になりました。
お三方のご活躍を祈念いたします。

安福鴻之助君
十八銀行㈱松本支店長の入会を歓迎します。

F木　友輔君
入会のご承認に感謝を致しまして。

松本　英介君、玉野　哲雄君
結婚記念日のお祝いありがとうございます。

慶　　　祝

ニコニコボックス

ニコニコボックス 本日合計 29,000円

累　　計 208,000円

◇
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第2740地区ガバナー
高城　昭紀君
7月1日、ガバナーに就任致しま

して、7月10日の鹿島・嬉野ロー
タリークラブを皮切りに、31クラ
ブを訪問して参りました。クラブ訪問で共通
していたことは、皆様は大変温かく、そして
友好的でした。また、いろんな人との出会い
がありました。
私の妹と親しかった人の弟さんや、また私

のもう一人の妹と親しかった人のご主人にお
会いしました。
アメリカでビル・ゲイツ氏と一緒に仕事を

したことがある人とも出会いました。
そして、ヨットのレーザーラジアルヨット

世界選手権大会女子閉会レセプション（唐津
西RC主催）に出席することができ、入賞者と
話をすることが出来ました。
平戸では、高校まで島原にいた2人の会員と

お会いしました。
このように、つくづくロータリーの良さ

（面白さ）を体験しており、ガバナー冥利を感
じているところです。（ロータリーに入ってい
て良かったなあと思います。）
入会して20年以上になられる方で、まだガ

バナーをなさっていない方、ぜひガバナーを
なさってください。
また、入会してまだ3年にならない会員の皆

様、ロータリーの良さはこういうところにあ
ると思います。どうか、辛抱してできるだけ
長くロータリークラブの会員でいてください。

2009-2010年 RI会長 ジョン・ケニー氏のテーマ
と方針について（また、これに関連したこと）

【テーマについて（理念）】
ロータリーの未来はあなたの手の中に
The future of rotary is in your hands

「ロータリーの進路を決めるのは、私たちロ
ータリアンの日頃の行動です」

「ロータリーの将来を担うのは一人ひとりの
ロータリアンの責任と義務です」

【方針について】
○命にかかる問題：水、保健、飢餓救済、識
字率の向上の分野での奉仕活動に、引き続
き焦点をあてていくように奨励します（強
調事項です）。これを実現するために奉仕、
親睦、多様性、高潔さ、リーダーシップが
求められます。

○自分たちとは違うタイプの人に入会の声を
かける。
「クラブにつき少なくとも1人の純増、会員維
持率80％、地区につき少なくとも1つの新ク
ラブ」

○2億ドルチャレンジを行います。
ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団のビル・
ゲイツ会長が2009年度更に2億5,500万ドル
（約224億4,000万円）をRIに提供されました。
そのためRIでは「ロータリーの2億ドルチャ
レンジ」として、2012年6月30日までに上乗
せ資金を募金することになりました。

○職業奉仕がロータリーの基盤です。

次に、
国際ロータリーは確かな未来を築くための7

つの優先項目を掲げた長期計画を立てました。
今、この計画を実行に移す時がやってきたの
です。貴クラブの活動計画書に記載してあり
ます。

◎ポリオを撲滅する
○ロータリーに対する内外の認識と公共イメ
ージを高める
○他者に奉仕するロータリーの能力の増大を
図る
◎質的にも量的にも会員増強を世界的に拡大
する
○ロータリー独特の職業奉仕への取り組みを
強調する
○国際ロータリー内の指導的才能を最大限に
活用し、育成する
○組織全体を通じて、継続性と一貫性を保つ
ために、長期計画の手順を完全に実施する

以上が、今年度のRI会長 ジョン・ケニー氏
のテーマ及び方針です。

卓　　話
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ここで、「2億ドルチャレンジ」と「ポリオ」
について説明いたします。

○ポリオ（急性灰白髄炎）poliomyelitis
ポリオウイルスの感染によって、脊髄神経

の灰白質をおかす。そのため、四肢の急性弛
緩性麻痺がおこる（変形もおこる）。最悪の場
合は、脳幹部にウイルスが達して、呼吸筋の
麻痺を引き起こし、死亡することがある。
20世紀初頭から、しばしばポリオの流行に

見舞われていたアメリカでは、1952年（昭和27
年）患者57,879名、死者3,145名に達した。
〔1955年（昭和30年）ビル・ゲイツ氏誕生〕
〔1955年（昭和30年）不活化ポリオワクチン（ジョ

ナス・ソーク）〕

日本では1960年（昭和35年）に大流行し、
6,500名が感染した（この時まだ日本にはワク
チンが無かった）。
1960年（昭和35年）経口生ポリオワクチン

（アルバート・セービン）
1961年（昭和36年）カナダで使用許可になり、
日本では同年、カナダ、旧ソ連から経口生ポ
リオワクチンが緊急輸入され、1,300万人の小
児に一斉投与が行われた。
同年より、発症患者数は激減し、3年後には

100人を下回った。
昭和39年には、国産ポリオ生ワクチンによ

る、定期接種が開始され、現在に至っている。
昭和55年を最後に我が国では発生していな

い。
経口生ポリオワクチン（セービンワクチン）

は、先進国、途上国の区別なしに、世界中で
広く採用され、世界的根絶への道筋をつけま
した。

このように我が国の子どもの多くは、カナ
ダ、旧ソ連から輸入されたワクチンによって、
ポリオから救われたのであります。今度は（3
度目になりますが）私達が、まだポリオウイ
ルスが残存している地域の子ども達を救うた
めに（ワクチンが投与できるように）支援い
たしましょう。

〔ポリオ撲滅に対するロータリーの活動〕
1985年（S60）ポリオ撲滅を最優先活動

（125ヵ国、35万人）
1986年（S61）ポリオプラスの募金キャンペーン
1988年（S63）ロータリーの活動が一部きっ

かけとなり、世界保健総会が
「2000年までにポリオを撲滅す
る」という決議を採択し、世
界ポリオ撲滅推進計画の発足
への道を開く。

世界ポリオ撲滅推進計画は、国際ロータリ
ー、世界保健機関（WHO）、ユニセフ、米国疾
病予防センター（CDC）が主導団体となって、
推し進めている（パートナー）。

1994年（H6）西半球がポリオ無発生地域
1995年（H7）中国とインドにおいて1週間の

うちに1億6,500万人の子どもに
予防接種

2000年（H12）西太平洋地域がポリオ無発生
地域

2002年（H14）ヨーロッパ地域がポリオ無発
生地域

2004年（H16）西アフリカと中央アフリカの
23ヵ国において8,000万人の子
どもに予防接種

2005年（H17） 2,000人
ポリオ常在国の数が4ヵ国と
なる。

（アフガニスタン、インド、ナイジェリア、
パキスタン）
2007年（H19）ゲイツ財団から1億ドル

（ロータリーも1億ドル募金）
2008年（H20） 1,618人
（アフガニスタン、インド、ナイジェリア、
パキスタン）
（野生型ポリオウイルスが根強く残っている）
2009年（H21）ゲイツ財団から2億ドル

（ロータリーも1億ドル募金）

 ビルゲイツ ロータリー 
2007年 1億ドル 1億ドル 
2008年 
2009年 2億5,500万 +1億 
2010年 
 3億5,500万 2億 
　　　　 5億5,500万ドル（約488億4,000万円） 

（1986年ポリオプラス） 
 2億ドルチャレンジ 
88年　2億4,700万ドル 



世界保健機関（WHO）のマーガレット・チャン
事務局長は、2008年RI国際大会に於いて「ポリ
オ撲滅を世界保健機関の最優先活動」とするこ
とを発表した。
今後、ロータリーの最優先目標は、この撲

滅を完遂することです。
あと少しで撲滅できると思います。そのた

め、各クラブは1年間に10万円（1,000ドル）を3
年間寄付しましょう。

（今週の担当　小川　芳寛）

クラブ会報委員会 委 員 長 芹野　隆英　　委　員 池田　　誠・小川　芳寛
副委員長 平尾　幸一　　 納所　佳民
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＊次回例会予告＊

例会場変更　富士国際ホテル

卓話　佐世保重工業㈱　佐世保造船所
顧問　大平　愼一様
「南極の紹介」

第5グループガバナー補佐
西尾　弘毅君

○地区大会のご案内
10月30日貊
RI会長代理を迎えての歓迎会
10月31日貍～11月1日豸 本大会
島原復興アリーナで開催
入会3年未満の会員はじめ、皆様方の多

くのご出席をお願いします。

○会員増強の報告
松浦2名、北松浦1名、平戸3名、佐世保西

1名（9月入会予定）

○譛ロータリー米山記念奨学会へのご寄付をお
願い致します。


