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副会長卓話 

 

鈴木 英男 副会長 

(1)国際ロータリーのポリオ撲滅活動について 

⓵1979年 9 月、国際ロータリーはフィリピンで生後 3

ヶ月から 36 ヶ月の子ども約 600 万人に対して、5 ヶ

年計画のポリオ免疫活動を始めました。これが、國際

ロータリーがポリオ撲滅に取り組んだ第一歩になりま

す。 

②1985年、国際ロータリーはロータリー創立 80周年

に当たって、「世界からポリオをなくそう」とポリオ撲滅

運動を開始しました。この運動は、1988 年世界保健

機関（WHO）の世界総会で賛同を得、世界的活動に

発展しました。 

⓷2007 年、ポリオの撲滅を国際ロータリーの最優先

目標とすることを承認・確認し、野生ポリオ・ウイルス

の世界的撲滅を国際ロータリーの最優先事項とする

ことを決議しています。 

第 2041回 例会記録   No. 26 
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2．ロータリーソング 「手に手つないで」  
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4．幹事報告 

5．委員会報告  
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次回例会案内 平成 30年 3月 14日 

3分間ロータリー情報 

ロータリーの目的 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                  会 長 ： 長谷川真也 

例会場：越谷市千間台東 1-1-6 クオレ千間台 2Ｆ                              副 会 長 ： 鈴 木 英 男 

T E L  048（975）9898                                        幹 事 ： 大 島 直 幸 

F A X  048（977）3741                                                  会報委員長 ： 関 雄 二 郎 

創 立：1976年 5月 11日 
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④ 2007 年にビル・アンド・メリ

ンダ・ゲイツ財団（以下ゲイツ財

団と言う）よりポリオ撲滅のため

に 1 億ドルの寄付があり、2009

年 1 月、国際協議会の席にお

いて更に 2億5,500万ドルの追

加寄付の表明がありました。ゲ

イツ財団から合計で 3億 5,500

万ドルの寄付になります。1 ドル 100 円で計算しても

355億円になります。 

これに対して、国際ロータリーも 2012年 6月 30日

までに 2 億ドルを集めることをゲイツ財団に約束をし

ました。 

 これにより「ポリオ撲滅 2億ドルチャレンジ」が始まっ

たのです。私が地区のロータリー財団部門委員長を

担当している時でした。第 2770地区では、2010年2

月 24日に川口リリアのメインホールにおいて「明治大

学マンドリン倶楽部とロータリー財団学友とのポリオ撲

滅チャリティーコンサート」を開催し、皆さんからポリオ

撲滅に協力頂いたことが思いだされてきます。 

結局、世界中のロータリアンの協力により、国際ロ

ータリーはこの 2億ドルの目標を 2012年 1月 17日

に達成しております。 

そして、ゲイツ財団からポリオ撲滅に更に 5,000 万

ドルの追加寄付がありました。これは、期日よりも早く

2 億ドルの目標を達成したロータリーの努力に対する

ものです。従って、ゲイツ財団からの寄付額の総額は

4億 500万ドルになります。 

⑤ 1985 年当時は、毎年 30 万人以上のポリオの発

症が報告されていましたが、世界中でワクチン投与を

実施したことにより急激に症例数は減少し、2009 年

の発症例は 1,600人にまで減少しました。 

ポリオ・ウイルスの常在国はパキスタン、アフガニス

タン、ナイジェリアの 3ヶ国でしたが、ナイジェリアでは

1年間発症がなく、2015年 9月に一度リストから除外

されましたが、2016年に再度発生があり、現在、常在

国は 3 ヶ国になっております。 

2016 年の発症件数はパキスタン 20 件、アフガニ

スタン 13件、ナイジェリア 4件の 37件です。 

⑥ ポリオ撲滅運動は 99％以上進捗し、残るは僅か

です。しかし、この僅かが容易ではありません。ポリオ

に対する知識の欠如、ワクチンに対する誤った理解、

先進国に対する偏見、紛争の起こっている地域があ

ること等によりワクチン投与をすることが容易でない地

域が残されているからです。 

⑦ 世界ポリオ撲滅推進計画は、2018 年までにポリ

オを撲滅すると言う計画を打ち出しており、ゲイツ財

団からの支援も約束されていますが、難しいように思

われます。 

⑧ 毎年 11 月がロータリー財団月間で、年次寄付

200ドルと合わせて、ポリオ撲滅のために50ドルの寄

付を行っています。 

 そして、2019～20 年度の小林操ガバナー年度に

は、ポリオ撲滅に取り組んでいくことが表明されており、

皆で力を合わせていきたいと思います。 

 

(2)「越谷サイコー」の放映について  

越谷を舞台にして作られたドラマ、「越谷サイコ

ー」が、今夜 NHK BS プレミアムで夜 10 時から 11

時まで 1時間、放映されます。 

 主な出演者は竹下景子さん、佐藤二朗さん、佐久

間由衣さん、かとうれいこさん等です。 

かとうれいこさんは越谷市の出身で、大学を卒業

するまで越谷に住んでおりました。 

 越谷各地でロケを行い完成したもので、越谷の魅

力も再発見できると思いますので、是非ご覧頂きたい

と思います。 

 

(3)越谷市政 60周年記念事業について 

 越谷市は今年、市政 60 周年になり記念事業が予

定されています。 

⓵ 7 月 22 日（日）に、越谷サンシティーホールにお

http://koshigayakitarc.dyndns.org/


週報                                       2017-2018国際ロータリーテーマ 

第 2770地区 第 8グループ                            “ロータリー：変化をもたらす” 

            ＲＩ会長 イアン H.S.ライズリー 

 

越谷北ロータリークラブ    

「元気で楽しいロータリー活動」   2017-2018 長谷川真也会長 提言 

ホームページアドレス http://koshigayakitarc.dyndns.org/ 

3 

 

いて「NHK のど自慢大会」が行われます。10 年振り

になります。 

② 8 月 23 日（木）には、越谷市営球場において

「NHK 夏季巡回ラジオ体操会」が開催されます。30

年振りになります。 

 是非、会員の皆さんも参加して下さい。 

 

幹事報告 

 

大島 直幸 幹事 

「地区のあゆみ 3」ご案内 

2770地区分会され 30周年になり、この地区のあゆ

みは10年に1度発行されており、中川次年度に発行

される予定です。お申し込み案内が参りますので、ご

興味のある方はお申し込み下さい。1 冊 2,000 円で

す。越谷北ロータリークラブの事も掲載されておりま

す。常備致しております。ご覧頂けますと面白いかと

思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

委員会報告 

 

次年度国際奉仕委員会 須賀 篤史 委員長 

次年度、国際奉仕委員会委員長に仰せつかわりま

した。現年度に了解を得まして、本日より来年の世界

大会（ドイツ）の積み立てを開始させて頂きました。 

本日から始まったにもかかわらず既に30万円程集

まりました。これはあくまで個人の積み立てということ

で積み立てて参りたいと思いますが、来年の世界大

会は越谷北ロータリーと致しましては多くのメンバー

にて参加致さなければならない大会かと思いますの

で、先週より FAXにて御案内致しましたが、少し気が

早いかと思いますが、今から毎回の例会にて 1万円

ずつ集めましたら 50回にて 50万円程になるかと思

います。 

現在では金額は自由に設定させて頂いております

が、また少し様子をみまして改善点がありましたら変

更して参りますので、皆様多くの積み立てをお願い

致します。 
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会員卓話 

 

「弁護士の事件簿」  

中澤 伸浩 会員 

第 1 弁護士よもやま話 

第 2 債権法改正 

1 成立から施行まで 

 平成 29年 5月 26日成立、同年 6月 2日公布 

 平成 32年（2020年）4月 1日から施行 

2 要点 

①消滅時効 

・原則「知った」ときから 5年。職業別の短期消 

滅時効は廃止。 

・契約：権利が行使できるのを「知った」ときから 

5年で時効。知らずとも、権利が行使でき 

たときから 10年で時効。 

・不法行為（一般）： 

「知った」ときから 3年、知らずとも、不法行為 

のときから 20年で時効。 

・不法行為（生命身体侵害）： 

「知った」ときから 5年、知らずとも、不法行為 

のときから 20年で時効。 

②法定利率 

 年 3％に引き下げ。3年ごとに見直す変動金 

利制へ 

③保証の制限 

・経営者以外の者の保証には、公証人による意 

思確認・証書必要 

第 3 相続法改正（内容未確定） 

1 進捗状況 現在会期中の第 196通常国会に法案

提出予定（3 月ころ）。以後、審議され、今後の成

立・公布・施行時期未定。 

2 改正法案の概要（今後の審議でまだどうなるか分

からないので注意） 

①配偶者の居住を保護 

・短期居住権、長期居住権 

②遺産分割についての改正 

・婚姻期間 20 年以上の夫婦における居住用不動

産の贈与について持ち戻し免除を推定（特別受益

にならない）。 

・仮払制度等の創設 

③遺言制度の見直し 

・自筆証書遺言の遺産目録はパソコン可へ。 

・自筆証書遺言の保管制度創設へ。 

第 4 ご案内 

・風邪と同じで、こじらせてしまうと大変なことになるこ

ともあるので、お早めの相談を。 

・口は堅いので、どんな相談でもご心配なく！ 

 

 

      

・本日欠席申し訳ありません。      長谷川真也 

・中澤さん、卓話宜しくお願いします。   大島直幸 

・誕生日有難う御座います。         青木 清 

・中澤会員、卓話有難う            小林 操 

・中澤伸浩会員、本日は会員卓話、宜しくお願い致

します。             鈴木英男、市川洋和 

・中澤さん、卓話楽しみです。  

松﨑義一、関森初義、会田謙二 

・今年も残すところあと 10 ヶ月になってしまいました。

中澤さん卓話楽しみにしています。   大熊正行 

・本日の卓話させて頂きます。        中澤伸浩 
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・本日司会担当です。宜しくお願いします。 

堀野眞孝 

 ・堀野さん、本日の司会 よろしくお願い致します。 

須賀篤史 

・前回欠席                   太田靖彦 

・本日も宜しくお願い致します。       髙瑠美子 

・世界平和の為に        大濱裕広、髙橋忠克 

 

 

出席報告 

 

会員数            53名 

出席免除者         14名 

出席者            33名 

欠席者            20名 

出席率            71.7% 
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