
■司　　会　副 SAA　後藤　英則

■開会点鐘　会　長　新川　　尚

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想　　　
　　　ＳＬ　福村　　正　

■出席報告

■本日の欠席者　　　　　
漆原、斎藤、関口、松本

■ゲスト
宋　謹衣様（米山奨学生）

■ 12 月誕生記念祝

後藤　英則会員　　　12.1

五十嵐　正会員　　　12.20

関口　友宏会員　　　12.10
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■会長報告
　皆様こんにちは、師走に入り皆様ますます

お忙しくなると思いますが、くれぐれも体調

にはお気を付けいただきたいと思います。

　今年度から 12 月は疾病予防と治療月間と

なっております。RI 理事会は、重点分野であ

る「疾病予防と治療月間」を 12 月とし、地

域社会の医療従事者の能力向上、伝染病の伝

播を食い止め、非伝染病とそれによる合併症

を減らすための、疾病予防プログラム、地域

社会の医療インフラの改善、疾病の蔓延を防

止することを目的とした地域住民への教育と

地域動員、疾病またはケガによって引き起こ

される身体障害の予防、疾病予防と治療に関

連した仕事に従事することを目指す専門職業

人のための奨学金支援を強調する月間としま

した。私の知識不足が原因ですが、疾病予防

と治療といった言葉や説明を聞いても全くイ

メージできません。ロータリー財団の重点分

野の一つであるからポリオプラスや奨学金く

らいしか思い浮かびません。今日は福村会員

の卓話ですので、傾聴しロータリアンの一員

として何が出来るのかしっかりと考えてみた

いと思います。

　今月のロータリーの友誌で、当クラブの災

害対策が紹介されました。今月は雑誌委員会

「世界へのプレゼントになろう」

2015-16年度 RI会長／Ｋ.Ｒ.“ラビ”ラビンドラン　　RI.D2590ガバナー／箕田　敏彦　　横浜旭RC会長／新川　　尚

Be a gift to the world  

横浜旭ロータリークラブ

修正出席率 　     100％本日の出席率        84％

本日の出席数       21 名会  員  数 　 　 　 32 名
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による報告の機会がありませんので、災害対

策委員長の五十嵐会員よりお願いします。

　また、今月の 19 日にはクリスマス会を予定

しております。一人でも多くの会員とご家族、

ご友人のご出席をお願い致します。

○地区関係

１）地区 RYLA 募集期間延長

　2015-16 年度 RYLA 募集期間が延長され、締

切が 12 月 18 日となりました。

２）第 18 回インターアクト年次大会

日時　１月 17 日㈰午前 9時 30 分～

場所　関東学院中学校高等学校

登録料　5,000 円 / １人

　参加される方は事務局までご連絡下さい。

会長報告は以上です。引続き 2015-16 年度の

年次総会を開催いたします。

■年次総会
　規定によりまして、私が議長を務めさせて

いただきます。

　出席委員会より出席報告があり、定数を満

たしていた為、年次総会は成立しました。

議題　次年度クラブ理事の選出

公示された理事候補者（敬称略）

青木邦弘、五十嵐正、市川慎二、漆原恵利子、

田川富男、滝澤　亮、新川　尚、二宮麻里子、

福村　正

　議長が出席会員に諮ったところ、賛成多数

と認められ可決しました。

■幹事報告
１）例会臨時変更のお知らせ

○横浜緑ロータリークラブ

日時　12 月 16 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘　午後 6時 30 分

　　　クリスマス家族会

場所　新横浜国際ホテル

日時　12 月 23 日㈬祝日休会

日時　12 月 30 日㈬休会

○横浜東ロータリークラブ

日時　12 月８日㈫夜間移動例会

　　　点鐘　午後 6時

　　　年末会員家族親睦会

場所　新横浜国際ホテル

日時　12 月 11 日㈮休会

日時　12 月 25 日㈮休会

日時　１月 15 日㈮→ 13 日㈬

　　　３RC 合同賀詞交歓例会

○横浜保土ヶ谷ロータリークラブ

日時　12 月 15 日㈫夜間移動例会

　　　点鐘　午後５時 30 分

　　　クリスマス会

場所　ロイヤルホールヨコハマ

　　　横浜市中区山下町 90　℡ 045-641-1122

日時　12 月 29 日㈫休会

日時　１月 ５日㈫休会

日時　１月 12 日㈫通常例会

○大和ロータリークラブ

日時　１月５日㈫休会

日時　１月 19 日㈫→ 15 日㈮

　　　４クラブ合同賀詞交歓会

日時　２月 23 日㈫→ 21 日㈰

　　　大和３クラブロータリーデー振替　　

２）会費納入のお願い

　2015-16 年度半期分 1 月～６月を１月末迄

に納入いただきますよう、お願い致します。

３）12/23,30 は例会休会となりますのでお間

違えのないよう、宜しくお願いします。

　又、1/20 ㈬午後６時 30 分よりクラブ事務

所にて、クラブ協議会となります。委員長の

皆様には出席お願い致します。

■ 2015-16 年度第３回会長幹事会報告
日時　11 月 25 日

場所　新横浜国際ホテル南館４F

○報告事項

１）グループ内役割分担について

　2016-17 年度ガバナー補佐新横浜 RC

　久米真浩様

　2016-17 年度ロータリー青少年交換ホスト

　クラブ　　横浜たま RC

２）2015-16 年度 IM について

日時　２月 27 日㈯

　IM のチラシは次週配布となっております。

１月中旬までに登録料の振込をお願いします。

３）７クラブ合同例会について

　各クラブの紹介時に、クラブの概要と重点
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取り組みをアナウンスしてもらいたい。

４）活動広告

　一楽ガバナー補佐より、各クラブの活動内

容や増強の状況についての確認。

　他クラブでも増強については結果が出ずに

悩んでいる様子。当クラブと同じように体験

例会を行っているクラブもありました。各会

員に体験例会参加者を１名連れて来るように

促したが、当日は１名しか来なかった。

■世界のクリスマス横浜山手西洋館へのお誘い
　 　　　　　　　　　　　　　　二宮　　登

■災害対策委員会　　　　　　　五十嵐　正

○被災地子ども支援

　岩沼のこどもたちへクリスマスプレゼント

　参加者募集！

　毎年恒例となりました岩沼の子どもたちへ

のクリスマスプレゼントの時期がやってまい

りました。先日岩沼 RC より下記の日程で行う

とのお知らせがきましたので、サンタのプレ

ゼンターとして参加のご協力をお願い致しま

す。

・岩沼東保育所（岩沼市立）園児数 62　　　

　12/16 ㈬　10 時 30 分　

・竹駒保育園（私立） 園児数 107

　12/18 ㈮　10 時 30 分

・岩沼さくら幼稚園（私立）園児数 197　　　

　12/21 ㈪　10 時 30 分　　

■ニコニコ box( 会員敬称略 )

新川　　尚／①福村さん、卓話宜しくお願い

します。②宋さん、ようこそ！

市川　慎二／①福村さん、卓話楽しみにして

います。②宋さんようこそ。

安藤　公一／①福村さん、本日のフォーラム

宜しくお願いします。②女子７人制ラグビー

サクラセブンスのリオデジャネイロオリン

ピック出場決定を祝して。

福村　　正／本日、フォーラムを担当させて

いただきます。宜しくお願いします。

後藤　英則／①誕生祝いを頂き有難うござい

ます。67 歳になりました。②福村さん、卓話

楽し味にしています。

岡田　清七／福村会員の卓話、健康維持の参

考に聞かせていただきます。

佐藤　利明／福村様、卓話よろしくお願いし

ます。

田川　富男／福村さん、難しい内容を分かり

やすくお願いします。

佐藤　真吾／①福村さん、卓話楽しみです。

②宋さん、ようこそ。

二宮　　登／ 2015 年横浜山手西洋館世界のク

リスマス山手 111 番館、オーストラリアのク

リスマスを是非見に来て下さい。

五十嵐　正／誕生祝いを頂き、有難うござい

ます。年金まであと３年となりました。

■フォーラム　「疾病予防と治療」
(Disease Prevention and Treatment Month)

　　　　　 　クラブ奉仕委員会　福村　　正

　2014 年 10 月 RI 理事会は、重点分野である

「疾病予防と治療月間」である 12 月を、地域

社会の医療従事者の能力向上，伝染病の伝播

を食い止め、非伝染病とそれによる合併症を

減らすための、疾病予防プログラム、地域社

会の医療インフラの改善、疾病の蔓延を防止
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することを目的とした、地域住民への教育と

地域動員、疾病またはケガによって引き起こ

される身体障害の予防，疾病予防と治療に関

連した仕事に従事することを目指す専門職業

人のための奨学金支援を、強調する月間とし

ました。

　各地のロータリークラブが地元のニーズに

応じた独自の活動を行っている一方、ロータ

リーは世界全体で重点分野を定め、できるだ

け大きな活動成果をもたらす努力もしていま

す。

　ロータリーでは、グローバル補助金をはじ

めとするリソースを提供し、各分野の活動を

重点的に支援しています。ロータリーの重点

分野の一つである、疾病予防と治療には、予

防接種の研究から、きれいな飲み水の確保、

衛生設備の盤備など、さまざまな取り組みが

あります。

　「疾病予防と治療」では、発展途上国で多く

の人びとが質の高い医療を低コストまたは無

料で受けられるよう、支援活動を行っていま

す。高額な医療費のために毎年１億人以上が

貧困に陥っている中、ロータリーは主な感染

症 ( ポリオ、HIV/ エイズ、マラリアなど ) に

ついて正しい知識を広め、病気の予防・治療

を支援しています。医療関係者のスキル向上

を助けるのも、そうした活動の一環です。

１）低コストの医療を提供するロータリープ

ロジェクト

　ポリオのない世界、それはロー夕リーの最

優先目標です。しかし、ロータリーの会員は

それ以外にも、発展途上国や HIV/ エイズに苦

しんでいる地域で保健キャンプや研修施設を

設置したり、お金がないために医療を受けら

れない人びと ( 世界人口の６人に１人 ) のた

めに、医師、看護師、政府機関、協力団体が

利用する設備や体制を整備しています。

○きれいな水をもたらす

　世界には、十分な衛生施設を利用できない

人びとが 25 億人以上います。 また、汚染さ

れた水で下痢疾患を患い、命を落とす子ども

たちが毎日 3,000 人いると言われています。 

　「水と衛生」では、地域社会が長期的に水を

確保し、衛生施設を維持できるよう支援する

ほか、水と衛生に関連する研究支援・人材育

成にも力を入れています。

２）きれいな水と衛生設備を持続的に提供す

るためのロータリープロジェク卜

　きれいな水は、人間の基本的ニーズのーつ

です。きれいな水は、人びと、特に子供たちが、

より健康で、実りある生活を送ることを可能

にします。

　ところが今、世界で毎日 3,000 人の子ども

たちが、汚染された水を飲んで命を落として

いると言われています。このためロータリー

は、井戸を削ったり、雨水貯蔵システムを設

置したりするだけでなく、それらの設備を維

持する方法を地域の人たちに教えてきました。

　飲み水がないために亡くなる人は少ない一

方、汚染された水を飲むことによって、予防

可能な病気にかかる人は数百万人に上るため、

ロータリーは発展途上国で、衛生設備の整備

にも取り組んでいます。下水や汚水タンクと

つながった水洗トイレを提供すると同時に、

手洗いやそのほかの衛生習慣を、推進してい

ます。

■次週の卓話
　　12/16 ㈬ → 19 日㈯
　　　　　          クリスマス夜間移動例会
　　12/23 ㈬       休会
　　12/30 ㈬　   休会
　　１/ ６ ㈬　   賀詞交歓会　

　　　　　　　　　 週報担当　　杉山　雅彦


