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会長卓話 

 

吉澤 晴雄 会長 

皆様こんにちは。本日は暑い中、越谷中 RC 高橋

会長、菊地幹事、ようこそおいでいただきました。どう

ぞよろしくお願い致します。 

15 日（日）は青少年奉仕部門セミナー、そして、翌

日 16日（月）は奉仕プロジェクト 3部門合同セミナー

が大宮ソニックシティにて開催されました。各部門の

セミナーに参加されました担当者の皆様、大変ご苦

労様でした。後日セミナー報告をお願い致しますの

で、セミナーで学んだことを、クラブに伝えて頂きたい

と思います。 

また、西日本を中心とした豪雨災害での義援活動

の件ですが、中川ガバナーは地区を中心として各ク

ラブに義援金の要請を行うそうですので、改めて地区

から義援金の要請がありましたら、社会奉仕委員会を

中心として、募金活動をお願いします。小宮山部門

長、新沼委員長宜しくお願いします。 
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さて、連日の 35℃を上回る猛暑が続きますが、皆

様、体調はいかがでしょうか？皆さんは、経口補水液

という飲料水をご存知でしょうか？経口補水液とは、

食塩とぶどう糖を水に溶かした飲料です。下痢、嘔吐、

発熱などの症状が長期間に及んだり頻発したりして、

脱水症状が起こった際、水分補給のために飲むもの

です。「OS-1」「アクアサポート」「アクアソリタ」と言っ

た商品名で売られています。近年続く猛暑により、熱

中症対策の飲料として、知れ渡りました。所ジョージ

が宣伝する「OS-1」のテレビコマーシャルを見たこと

がある人もいると思います。しかし、本来、経口補水

液は、病院での点滴による水分補給にかわって用い

られるものです。例えば、WHO や UNICEF は、十

分な医療設備がない地域に経口補水液の配布を行

い、脱水症状初期での補水治療に関する啓発活動

を進めています。また、先進国の医療機関でも、乳幼

児などの長時間の点滴が困難な場合に、経口補水

液による水分補給を行っています。つまり、経口補水

液は、「点滴をするほどの脱水症状」の時に飲む物な

のです。スポーツ飲料との大きな違いは、食塩の含

有量です。下痢や嘔吐のときは、水分とともに汗や胃

液、腸液の塩分（塩化ナトリウム）やカリウムといった

電解質が大量に失われます。そのため、経口補水液

は、スポーツ飲料と比べると、ナトリウムやカリウムとい

った電解質の量が多いのだそうです。経口補水液

500mlには、約 1.5gの食塩が含まれているそうです。

そのことを知らずにテレビコマーシャルの影響で、お

茶代わりに飲んでいる方が意外と多いのだそうです。

特に血圧の高い方は、経口補水液の取り方には十分

お気をつけください。塩分が高い分、血圧が上がって

しまう危険性があるみたいです。通常の水分は補給

では、水やお茶、スポーツドリンクで十分だそうです。 

 本日も暑さに負けず、最後まで宜しくお願い致しま

す。 

 

                                                                                       

幹事報告 

 

中澤 伸浩 幹事 

越谷中 RC 高橋会長様、菊地幹事様ようこそお越

し頂きました。 

（クラブより） 

･東武よみうりにて、7/2 付にて当クラブ新役員の紹介

記事が掲載されるとともに、7/10 付にて夏季名刺広

告が掲載されました。 

・年度計画書 PDF 版ですが、データ量が重くメール

での配信に適しませんので、先だって会員にお送り

したメール記載の URL からログインし、ダウンロード

の上で御活用下さい。難しい方は、例会場PCにも保

存しておりますので、そこから USB にて保存頂くよう

お願いします 

（地区より） 

・各部門セミナーについて、クールビズでのご参加に

てご対応下さいとのご案内が届いております。 

 

米山功労者表彰 

 

小林 光則 会員 おめでとうございます 
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お客様挨拶 

 

越谷中ロータリークラブ会長 高橋 護 様 

 皆様こんにちは。今年度越谷中ロータリークラブ会

長を務めさせていただきます高橋と申します。職業分

類は司法書士です。ロータリー歴は 5 年になります。

よろしくお願い致します。 

事務所は 1つとなりの大袋でやっております。せんげ

ん台には自転車で走り回っているのでお会いしまし

たらよろしくお願い致します。 

 今年度 5 年目で会長をさせて頂きまして、皆様から

は会長になるのが早いのではと思われるのかもしれま

せんが、私たちのクラブは人数が少ないので察して

頂ければと思います。私が会長を務めるにあたりまし

ては、比較的ロータリー歴が長い幹事に力を借りなが

ら努めていきたいと思っています。1年間よろしくお願

い致します。 

 

 

越谷中ロータリークラブ幹事 菊池 貴光 様 

 皆様こんにちは。越谷中ロータリークラブで今年度

幹事を仰せつかりました菊池貴光と申します。北クラ

ブさんの例会場、先だっては前の例会場にお邪魔さ

せて頂きましたが、例会場が新しく変わりますとクラブ

の雰囲気も変わるのかなと思いました。新しいクラブ

にお邪魔をさせて頂いたように感じます。うちのクラブ

にはこのような立派なモニターもありませんので、この

ようなものがありますと例会の進行や卓話に活用でき

ると思いますので、中クラブとしても取り入れたく感じ

た次第であります。1 年間ご協力よろしくお願いしま

す。 

 

米山記念奨学生 邵 丹陽 様 

  皆様こんにちは、いつもお世話になっております。

奨学金を頂くことで生活面なども色々順調になってい

ます。ありがとうございます。日々暑いので、皆様はお

身体に気を付けてお過ごしください。 

雑誌記事紹介 

 

ロータリー情報委員会 新沼 徹 会員 

世界保健機関（WHO）によると、今月、コンゴ民主

共和国とシリアでワクチン由来ウイルスによるポリオの

症例が報告されました。 

シリアでは少なくとも 22件、コンゴでは少なくとも 4件
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が確認されています。現在、この事態に早急に対応

するため、両国では世界ポリオ撲滅推進活動

（GPEI）によりさらなる予防接種活動と現地調査が行

われています。WHOによると、さらなるウイルス拡散

を防ぐため、近隣国でも調査と予防接種が強化され

ています。新たな症例が確認された一方で、ポリオ撲

滅に向けた懸命な取り組みにより、今年の現時点ま

でに報告された症例数は過去最少となっています。

先日アトランタ（米国）で開かれたロータリー国際大会

では、寄付国や寄付団体がポリオ撲滅に 12億ドルを

寄付することを約束し、取り組みにさらなる拍車がか

かると期待されています。 ワクチン由来によるポリオ

発症はまれであり、野生型ウイルスによる発症とは異

なります。ワクチン由来ウイルスと野生型ウイルスの症

例の違いについて、以下に簡単にご説明します。 

Q: 2種類のポリオ症例はどう違うのですか？ 

A: 野生型ウイルスによる症例は、環境内に存在す

るポリオウイルスによって引き起こされるものです。ワ

クチン由来ウイルスによるポリオ発症はまれであり、特

定の状況においてのみ起こります。ポリオウイルスの

病原性を弱めて作られた経口ワクチン（生ワクチン）

は、まひ症状を引き起こさずに、免疫を高める効果が

あります。ワクチンの投与後、弱められたウイルスが子

どもの腸内で増殖し、その後で排泄されます。衛生環

境の乏しい地域では、この排泄物に含まれるウイルス

にほかの子どもが感染する可能性がありますが、これ

はその子どもの免疫を高めることにもなるため、必ず

しも悪いことではありません。免疫のない（弱い）子ど

もがこのウイルスに感染しない限り、ウイルスはいずれ

自然に消滅します。しかし、予防接種率が低い地域

では問題が生じます。ワクチン由来ポリオウイルスが

予防接種を受けていない子どもや十分な免疫力のな

い子どもを通じて広がる恐れがあるからです。ウイル

スは、長期にわたって（少なくとも 12カ月）伝播すると、

まひを引き起こすほど強力なウイルス株へと変異する

可能性があります。 

委員会報告 

ロータリー財団委員会 大島 直幸 委員長 

本年度ロータリー財団へのご寄付は通年受け付け

ております。今月のロータリーレートは 110 円/ドルに

なっております。本日のレートは 112.9 円になってお

りますので 8月はレートがあがる見込みです。 

 

会員増強維持委員会 橋本 哲寿 副委員長 

入会候補者カードのお願いをしております。会員

の皆様各 2名ご紹介頂けるとありがたく思っています

ので、よろしくお願いします。 

 

活動方針表明 

 

小林 操 ガバナーエレクト 

今日は大切な例会の時間に私の挨拶、また次年

度地区幹事の挨拶の時間を頂きありがとうございます。

最初に皆様のところにお配りしたネクタイのコピーで

すが、本年度の RI共通のネクタイです。バッジの右

側は実は大宮氷川神社のデザインになっています。

地区の行事などがあるときは敬意を表すということで、

このバッジとネクタイをすると良いと思います。 

うちのクラブも若い年代が増えましたから、簡単に

自己紹介をしたいと思います。私がロータリーに入っ

たのは 1988年です。例会場が北越谷にある時に入

会しました。会長をやったのが 2003年から2004年。

その次の年 2005年からはずっと地区へ出向させて

頂いています。特に財団畑でずっとやっていました。

そのあと第 8グループでガバナー補佐と今日に至っ

http://koshigayakitarc.dyndns.org/
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ています。ガバナーになった経緯は去年少しお話し

しましたが、やりたいことがあったからです。実は私は

小学校 1年生の時にポリオになりました。自分がポリ

オですから、ポリオについての認識を広めようと決心

したわけです。今もその当時と症状が変わらず、左手

がほとんど動かず、右手も上まであがりません。 

ロータリーには、まず仕事の視野を広めようと入りま

した。ロータリーに入ってわかったのですが、入った

丁度あたりからロータリーでポリオの運動が始まりまし

た。当時の活動は盛んではありませんでした。 

私が会長の時は市民祭りでレスリングをやりました。

私はその時にせっかく人が集まるのだからと、リング

の上でポリオ撲滅の話をしました。これが初めてロー

タリーでポリオ撲滅運動をしたときです。それから

段々とポリオ撲滅が広がりだして、皆様に寄付をお願

いしたこともあります。地区へ出向しまして、ポリオプラ

ス委員会に顔をだしています。そこで昨年も何回もお

話ししていますが、ここで何かやらなければいけない

なと感じています。ポリオはゼロといってもまだまだ残

っています。ロータリーはポリオ撲滅の約束をしてい

ます。それを実現するのがロータリアンの義務だと思

います。微力ながら、それを地区で声をあげようと思

います。ロータリアンは日頃生活をしている中で、最

重要項目でポリオ撲滅を考えることが入っています。

私は一番にポリオ撲滅を推して行きたく思っています。

皆様どうぞよろしくお願いいたします。 

 

 

宮﨑 敏博 地区副幹事 

小林操ガバナー年度に地区幹事という事になりま

した。今年の 2月月頃より中川年度の副幹事として勉

強させていただいております。今年度は飯野地区幹

事始めとして 24名（大宮 13、さいたま欅 2、大宮シテ

ィ 2．大宮中央 2．大宮南 2．さいたま大空 1．越谷北

1）で、地区スタッフ動き始めました。小林年度も同じく

24名（越谷北 12、越谷 4、越谷南 3、越谷東 2、越谷

中 1、川口モーニング 1）のスタッフをお願いしてあり

ます。 

 現在、2770 地区ガバナー補佐の 12 名が決まり、6

月に顔合わせ会を行いました。地区各部門委員長 9

名とロータリーの友地区代表は 8~9 月頃には、決定

するかと思っております。決まり次第、地区スタッフ

（副幹事）それぞれに担当をお願いし10月頃より動き

出すと思います。それと同時にスタッフ会議を来年 7

月スタートまでに 6 回ほど行いますので宜しくお願い

致します。 

いずれにしましても、我が越谷北 RC よりガバナーを

輩出することになりました、会員の皆様一人一人にご

理解を頂き、小林操ガバナーがして欲しいと望むこと

を実行するために、クラブ会員はじめスタッフともども

ご協力をお願いしたいと思っております、宜しくお願

い致します 

 

 

 

    
・本日は例会にお邪魔させて頂きありがとうございます。

皆様よろしくお願いします。 

高橋 護 

・例会場が新しくなりより一層素晴らしいクラブになっ

た感じがします。本日はよろしくお願いします。 

菊池 貴光 

・越谷中RC会長高橋様、幹事菊池様ようこそ。本日も

よろしくお願いします。 

吉澤 晴雄 
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・越谷中RC高橋会長、菊池幹事ようこそ!1年間よろし

くお願いします。 

中澤 伸浩 

・越谷中 RC高橋会長様、菊池幹事様いらっしゃいま

せ。小林ガバナーエレクト、宮﨑地区幹事本日の卓話

よろしくお願いします。      

小林 操 松井 昭夫 鈴木 英男 

青木 清 須賀 篤史 

・暑い日が続いています。水分を十分補給して熱中症

に注意してください。 

宮﨑 敏博 黒田 幸英 

・暑中見舞い申し上げます。 

堀野 眞孝 

・猛暑お見舞い申し上げます。先日安達太良山に行

きました。暑さのため途中引き返しました。          

本間 孝 

・クラブ協議会宜しくお願い致します。         

宮崎 敏博 

・モニター映って安心しました。 

小林 操 

・フェニックス少しずつ良い方向へ向かっています。 

小宮山 大介 

・本日、珍しく仕事で例会に出席出来なくなりました。

非常に残念です。 

大熊 正行 

・本日も宜しくお願いします。 

小林 光則 髙 瑠美子 佐藤 要 

 

 

出席報告 

会員数            49名 

出席免除者         14名 

出席者            34名 

欠席者            15名 

出席率            77.3% 
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