
週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  1   

 

2021～2022年度                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長卓話 

 

中澤 伸浩 会長 

皆さん、こんにちは。 

さて、先日 12/3（金）に IMゴルフが開催されました。

参加頂いた会員はもちろん、ゴルフをしない会員の

皆様にも受付や写真撮影、ドローン案内等でご尽力

頂き本当にありがとうございます。 

ゴルフにはだいぶ以前から興味がありましたが、何

分ゴルフは朝が早いということで、朝早いのが苦手な

私としては、これまでゴルフに取り組む機会がありま

せんでした。ゴルフ場は以前、吉澤年度の幹事として

親睦ゴルフで、会長に代わり皆さんへのご挨拶という

ことで野田カントリークラブに行ったのが初めての体

験でした。いざ、ゴルフ場に着きますとクラブの施設も

煌びやかで、コースも綺麗な緑で美しかったのです

が、朝早い時間という中で野田橋が大渋滞となり、私

としては、だいぶ早くに家を出たつもりだったのです

が集合時刻ギリギリになってしまい非常に焦ってドキ

ドキしてしまいました。しかも着いたら誰もいなくて、行

くべきコースを間違ってしまいました…。その時、間違
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って着いたのが、先日の IM ゴルフの会場となった野

田コースだったと思います。 

今回も須賀 IM ゴルフ実行委員長から「野田橋通

過には 2 時間くらい見ておいた方が良い」と伺い、私

としてはまたドキドキしてしまうのが非常に嫌で、それ

で須賀さんに「近くに宿はありませんか」と相談してホ

テルを紹介してもらいました。予約の上、前乗りでル

ートイン野田に宿泊することにしました。前日午後 10

時のチェックインで、翌朝午前 6 時過ぎのチェックア

ウトという 8 時間余りの短い滞在だったのですが、朝

食バイキング無料ということで、せっかくなら朝食を食

べていこうと思ったのですが、朝食は午前 6 時 30 分

からということで、フロントにせめてパンを 2 個くらいも

らえないかと聞いたのですが、ちょっとそういうのはや

っておらず、またコロナ下ですのでお食事の持ち出し

も禁止ですと言われてしまいました。ただ、大浴場は

朝 5 時からやっていましたので、一番風呂に入り、前

日にコンビニで買っておいたおにぎりやサンドイッチ

を食べて、快適にゴルフ場に行くことが出来ました。 

会場で 1 階の受付のところにいるときにはあまり良

く分からなかったのですが、2 階に行ってレストランの

入口前に行きますと、レースのカーテン越しに早朝の

まばゆい朝日と、幾分の朝靄、そして、きれいな緑の

コースという風景がまさにセレブリティの世界という感

じで実に見事で、私もゴルフをやってみたいなあと強

く感じさせられました。 

そこで、会長年度を全うした暁には私もゴルフを始

めようかなと思います。その際には、皆様のご指導を

どうぞよろしくお願いいたします。 

さて、会長となりますと RI関係からメールで色々な

連絡を頂戴するのですが、本日ちょうど 2021年決議

審議会の決定報告書が送られて参りました。決議審

議会というのは、国際ロータリー細則 9 条に規定され

ているもので、世界のロータリークラブから提案された、

ロータリークラブ定款・細則についての改正案や、RI

への要請事項などについて審議されるもので、2021

年に開催された決議審議会において採択された立

法案が、決定報告書として配布する形式で報告され

ています。色々と興味深い立法案がございます。例

会場に備え置いておきますので、皆様是非ご参照下

さい。 

それでは、本日は、年次総会となります。皆様ご審

議の程、どうぞよろしくお願いいたします。 

 

幹事報告 

 
今井 英治 幹事 

（地区より） 

・RLI運営委員会より、RLIパートⅢのご案内が届い

ております。1月 29日（土）9：30～ZOOMにて開

催になります。まだ、未受講の方は、是非宜しくお

願い致します。 

・国際 RC より、ロータリー会員調査のアンケート調査

のご依頼がメールでとどいております。ロータリー

会員であることの利点や改善点についてお知らせ

いただければ幸いです。本調査にかかる時間はお

よそ 15～20分程度となり、回答締切日は 2021年

12月10日となっております。まだの方がいらっしゃ

いましたら是非ご協力お願い致します。 

（クラブより） 

・越谷暴力排除推進協議会より、2022年度のカレン

ダーが 20部届いております。数に限りがございま

すが、お持ち帰りください。宜しくお願い致します。 

・財団より、ポールハリスフェローが届いております。 

・米山功労者の感謝状が、届いております。 

・本日 16：30に、越谷市立富士中学校へ中澤会長・
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吉澤部門長・川島委員長・今井の 4人で、野球の

全国大会出場のお祝いを持ってお伺い致します。 

・この後、年次総会となりますので、皆様宜しくお願い

致します。 

本日の幹事報告は、以上になります。 

 

表彰 

 

（クラブ表彰） 

米山功労クラブ 感謝状 越谷北ロータリークラブ 

 

（ポール・ハリス フェロー） 

・1回目 

髙 瑠美子 会員 ・ 江口 公晴 会員 

・2回目 

須賀 篤史 会員 ・ 大濱 裕広 会員 

佐藤 要 会員 

・3回目 

吉澤 晴雄 会員 ・ 会田 謙二 会員 

・4回目 

大熊 正行 会員 

・5回目 

鈴木 英男 会員 

・6回目 

黒田 幸英 会員 

 

（米山功労者） 

関 雄二郎 会員 ・ 髙橋 忠克 会員 

会田 謙二 会員 ・ 丸林 綾子 会員 

 

3分間ロータリー情報 

 

川島 徹 会員 

『コロナ禍と政治的混乱の中でのポリオ根絶活動』 

（執筆者  Carol Pandak） 

新型コロナウイルスの世界的大流行、そしてアフガ

ニスタンでの政治的混乱という状況の中でも、私たち

はポリオ根絶において大きく前進を続けています。こ

れは、全世界の子どものために「ポリオのない世界」

を実現しようと尽力する人たちの、苦難から立ち上が

る力（レジリエンス）と決意の証と言えます。こうした出

来事により例年とは違う状況ではありますが、今年の

10月 24日の「世界ポリオデー」にも、活動の進展を

祝い、この 1年だけでなく、ポリオ根絶の歴史を通じ

て直面してきたさまざま課題を振り返ります。進展を

祝う。2021年9月 29日現在、世界で報告されている

野生型ポリオウイルスの症例はわずか 2件にとどまっ

ており（アフガニスタンとパキスタンから 1件ずつ）、環

境で検知される野生型ポリオウイルスも大きく減少し

ています。 

伝播型ワクチン由来ポリオウイルス（cVDPV）によ

る症例も減っています。これは、経口生ワクチンに含

まれる毒性を弱めたウイルスが、免疫力の低い集団

の中で伝播を続けるうちに、まひを引き起こす強いウ

イルスに戻るものです。ロータリーが創立パートナー

となっている世界ポリオ根絶推進活動（GPEI）は、

cVDPVのリスクを低くする新型ワクチンを導入しまし

た。新型コロナ大流行の初期には、世界ポリオ根絶

活動と予防接種活動の先行きがまったく見えない時

期がありました。しかし、ポリオプラス・プログラムは数
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ヵ月以内に状況に適応しはじめ、予防接種を安全に

再開する新たな方法を見出しました。また、ポリオ根

絶に携わる人たちも各自の経験と知識を生かし、

GPEIではポリオ根絶のために築いてきたインフラを

新型コロナウイルス対応に活用しました。 

 

●さまざまな課題を克服 

アフガニスタンでの状況により不確実性が増してい

ますが、それと同時に潜在的な機会も生まれていま

す。GPEIは非政治的なプログラムであり、アフガニス

タンの政府役人や非営利団体といった関係者と協力

してきた歴史があります。世界保健機関（WHO）と

UNICEF（国連児童基金）も、概ね現地に留まって

います。人の移動の多い地点、国境通過地点、ロー

タリーが支援するクナル州の交通要所では、担当チ

ームによるポリオ予防接種が継続されています。これ

までの進展を水の泡にせず、子どもをポリオウイルス

から守るために、早急な予防接種キャンペーンの再

開に向けてロータリーのアフガニスタン・ポリオプラス

委員長が現地当局との話し合いに参加しています。   

政権交代にもかかわらず、ポリオウイルス検知のた

めのサーベイランスに大きな影響は出ていません。症

例の調査、検便サンプルの収集、環境検査も継続さ

れ、下水と検便サンプルはパキスタンの研究所に運

ばれています。  難民流入のように、アフガニスタン

での状況がパキスタンに及ぼす潜在的影響もモニタ

リングしています。パキスタンは、アフガニスタンと並

んで野生型ポリオが残る二ヵ国のうちの一つです。パ

キスタンでは、予防接種キャンペーンの質の改善、高

リスク地域（シンド州、カイバル・パクトゥンクワ州、バル

チスタン州）での予防接種の強化などにより、進展が

見られています。 

 

●楽観主義を保持 

今年の世界ポリオデーには、1985年にロータリーが

ポリオプラス・プログラムを開始して以来の進展を祝う

とともに、歴史上 2番目のヒト疾患根絶という大きな機

会に目を向けます。課題を現実的に見据えつつ、

GPEIはこれまでも、アンゴラやナイジェリア北部、ソ

マリア、シリアといった国・地域において保健的、人道

的に複雑な緊急事態を乗り越えてきた歴史がありま

す。 

ロータリー、GPEIと各国政府のパートナー、そして

現場で活動するワーカーたちの揺るぎないコミットメン

トから勇気をもらい、世界のどこであれ子どもたちが

元気で暮らせるように、ともにこの活動を続けていきま

しょう。  

 

長年にわたるポリオ根絶活動の進展を示す数字です： 

・ポリオ予防接種を受けた子どもの数：約 30億人  

・予防接種活動がなかったら身体まひになっていたと

考えられる人の数：1,940万人 

・ポリオ予防接種キャンペーン中に GPEIが配給した

ビタミン A（健康的な成長と発達に欠かせない栄養

素）によって予防された子どもの死亡数：150万 

・野生型ポリオウイルスによる症例の減少率：99.9％ 

・野生型ウイルスによるポリオ発症を報告している国

の数：125カ国から 2カ国に減少  

・ロータリーが世界ポリオ根絶活動に投入した資金：

22億ドル以上 

・ロータリーが確保に寄与した各国政府から世界ポリ

オ根絶活動への追加支援：100億ドル 

・ポリオプラス補助金の支援を受けた国：122カ国 

・ポリオ根絶活動を今止めた場合、今後 10年間にま

ひを発症する恐れのある子どもの数：年間 20万人 

 

委員会報告 

IMゴルフ実行委員会 須賀 篤史 委員長 

 先週の IMゴルフはおかげ様で素晴らしい天候にも

恵まれ大成功に終わりました。プレイされた方、お手

伝いされた方本当にありがとうございました。成績の

発表は IMにて発表しますので楽しみにしておいてく
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ださい。 

 

出席会場運営委員会 伊藤 純 委員長 

 10月より、コロナ禍において例会場でお食事を摂る

ことを控えたい方に配慮すべく、例会場での昼食に

ついて申込を頂いてから総数を手配する形を取って

おりましたが、12月の理事会で審議しました結果、現

状の感染者数を踏まえ以前の通り出席者全員分を見

込みまして食事をご用意する運びとなりました。コロナ

感染対策に配慮し、本日のようなお弁当でご用意い

たしますので、例会場で召し上がることも、お持ち帰り

も可能としています。出席される方を見込んでのお弁

当手配となりますので、改めまして欠席される場合の

ご連絡をお忘れなきよう会員皆様のご理解ご協力を

何卒宜しくお願い申し上げます。 

 

年次総会 

 

今井 英治 幹事 

 年次総会開催にあたり出席率を発表しました。細則

第 5条第 3節により会員数の三分の一を上回ってい

るため年次総会は有効となりました。 

 

 年次総会に参加する会員の皆様も真剣です。 

 

2022-23年度 理事・役員 

令和 3年 12月 8日の年次総会において、2022-23

年度の理事・役員が以下のとおり承認されました。 

 役職 氏名 

役員 会長 大島直幸 

役員 副会長 長谷川真也 

役員 会長エレクト 大濱裕広 

役員 幹事 江口公晴 

役員 会計 宮﨑敏博 

役員 会場監督(SAA) 鈴木英男 

役員 直前会長 中澤伸浩 

理事  深野秀樹 

理事  本間睦人 

理事  堀野眞孝 

理事  伊藤純 

理事  近藤慎悟 

理事  新沼徹 

理事  大熊正行 

理事  関森初義 

理事  関雄二郎 

理事  須賀篤史 

理事  渡辺裕介 

理事  吉澤晴雄 

厳正な開票・集計を行いました。 

 

 

大島 直幸 会長エレクト 

次年度の理事・役員選出がたった今行われた年次総

会における投票において、会員皆様の賛成により可
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決されました。この場を借りて厚く御礼申し上げます。

エレクトとして中澤年度を支えつつ、自分の年度に繋

げ、大濱ノミニーにバトンを渡して行きたいと思います。

皆様のご指導ご鞭撻のほど、よろしくお願い致しま

す。 

 

大濱 裕広 会長ノミニー 

 先ほど次々年度の会長ということで承認を受けまし

た。私は 2008年の関森・大熊年度に入会を致しまし

た。同期にエレクトの大島さん、本間さん、佐藤要さ

んがいます。13年という月日があっという間に流れて

きたような気がします。途中何度か辞めたいなと思っ

た時もありましたが、ロータリーの皆さんに支えられ、

色々と気が付くことが多かった13年だったと思います。 

今回会長という事で、第 48代を全うするにあたり今ま

でできなかったことを自分なりに見つめ直して頑張っ

て行きたいと思います。皆様のご支援ご協力よろしく

お願いします。 

 

 

  

・本日は年次総会となります。どうぞよろしくお願いし

ます。 

中澤 伸浩 

・本日年次総会、宜しくお願い致します。 

今井 英治 

・年次総会よろしくお願いします。 

宮﨑 敏博 大島 直幸 松﨑 義一 

須賀 篤史 伊藤 純 

・本日例会よろしくお願いします。 

中村 隆雄 松井 昭夫 佐藤 要 関 雄二郎 

・本日司会です。よろしくお願いします。 

市川 洋和 

・今年もロータリー財団へのご協力ありがとうございま

す。あと数名の方にはお声がけさせて頂きます。 

 小宮山 大介 

・教は真冬のような寒さですね。ご自愛ください。 

江口 公晴 

・本日も宜しくお願いします。世界平和の為に。 

大濱 裕広 

・世界中の人類の平和をお祈りします。 

関森 初義 

・永遠の世界平和を願います。 

大熊 正行 

・今年も残すところわずかとなって参りました。忙しい

日々が続いております。皆様、くれぐれもご自愛下

さいますようよろしくお願い申し上げます。本日もよ

ろしくお願い申し上げます。 

新沼 徹 

 

出席報告 

会員数          43名 

出席者          25名 

出席率          71.2 % 

 

全国大会出場（野球）として例会終了後に越谷市立

富士中学校へ訪問しました。 

 

お祝いを贈呈しました。 

https://koshigayakita-rc.jp/


週報                       2021-2022国際ロータリーテーマ 

第 2770 地区 第 8グループ                 “奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために” 

               RI会長 シェカール・メータ 

 

越谷北ロータリークラブ                      

2021-2022 中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」       

ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/      

  7   

 

 

至：千葉カントリー 野田コース 

◆IM ゴルフ 

12月 3日（金）当クラブはホストとして、千葉カントリ

ー（野田コース）にて IMゴルフを開催しました。 

 

 

中澤会長と須賀 IMゴルフ実行委員長 

 

プレイをしない会員もお手伝いとして参加しています 

 

参加者には、須賀商店のおいしい卵とお菓子を配布 

 

 

 

受付ではポリオ根絶の募金活動も行っています 

 

以前にオブザーバーで参加された大塚様も参加 

 

伊藤会員も段取りを確認しています 

 

市川会員が元気よくプレイに向かいました 

https://koshigayakita-rc.jp/

