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川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

20１９～２０年度 ＲＩテーマ

副会長

山﨑美津夫

幹事

河口武生

会長 

福嶋安行
2019-2020年度 RI会長

マーク・ダニエル・マローニー

★司会　望月幹仁 SAA
点鐘　福嶋安行 会長★
ロータリーソング「それでこそロータリー」★

　ソングリーダー　 瀧口幹子 会員

〇ありません

1.例会変更の報告 
2.その他
①本日、理事会を開催いたします。
②ガバナー月信、ロータリーの友、期末資料を
　 配布いたします。

○川崎とどろきＲＣ
　　10/14（月）　休会
　　10/22（月）　休会
　　10/26（土）⇒地区大会参加　10/28振替
○川崎中ＲＣ
　　10/22（火）　休会
　　10/26（土）  地区大会へ参加10/29振替
○川﨑大師ＲＣ
　　10/9 （水） 休会（定款細則に基づく）
　　10/16（水） 職場訪問移動例会
　　10/23（水） ⇒26日(土)変更　地区大会へ参加
○川﨑中央ＲＣ
　　10/14（月） 休会　体育の日
　　10/21（月） ⇒26日地区大会参加

◎10月10日（木）「誰でも幸せになれる！
　　　　　　　　　　　　　　～幸福学が切り拓く未来～」
　　　　　　　　　　　株式会社あなたの幸せが私の幸せ
　　　　　　　　　　　代表取締役　栗原 志功 様

◎10月17日（木）ロータリー財団委員長卓話
　　　　　　　　　　　山﨑美津夫会員

◎10月24日（木）⇒25.26へ移動例会
　　　　　　　　　　　　 地区大会へ参加

　　　　　　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定
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　出　席　報　告 中條藝立 出席委員長

林　伸彦 ・ 伊藤秀司 ・ 島田精二 ・ 安本好勝
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ゲ  ス  ト  紹  介

ビ ジ タ ー 紹  介

福嶋安行　会長 

河口武生　幹事幹　事　報　告

　

○川﨑市立川崎高校 教頭

　 熊谷 顯太郎 様

○川﨑市立橘高校 教頭

 百瀬　実 様

○川﨑市立川崎高校 柴田 息吹　様

○川﨑市立橘高校 野村 昇吾　様

〇ありません

会　長　報　告 福嶋安行　会長

〇島田精二米山記念奨学事業委員長
　 米山月間 ロータリー米山記念記念会への寄付
　 のお願い
〇伊藤秀司 地区大会ＳＡＡ委員長
　 副ＳＡＡに御協力をお願い致します。
　 

1.本日、地区大会キャラバンで安本会員・宮本会員

　 が横浜南陵ＲＣに訪問しております。

2.本日はクラブ奉仕委員長会議が開催されます。

　 小枝会員、林会員が地区委員として参加いただき

　 ます。宜しくお願い致します。

3.10/8（火）第８回地区大会実行委員会開催されます。

　 会場：ぴおシティ６階　第一研修室

　 関係各位はご参加お願いいたします。

4.10/10ロータリー財団セミナーが開催されます。

　 山﨑Ｒ財団委員長、福嶋会長に参加していただき

　 ます。宜しくお願い致します。 



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 山﨑美津夫 副幹事

◆ 野口会員
 　柴田さん、野村さん、本日の卓話楽しみにしてます。 
◆秦会員
　 川崎市立定時制高校の弁士の方々、楽しみです。
 頑張ってください。
◆島田会員
 １０月になりました。今年も米山記念奨学会へのご寄付を
 宜しくお願いいたします。
◆小枝会員
 福嶋会長、増田洋一会員、キャラバンお疲れさまでした。
◆小山会員
   地区大会も最終段階の読み合わせ会になりました。
 もう一息です。皆様で力を合わせて頑張りましょう。
◆中條会員
  先週、新会員歓迎会に参加した皆様、誠に有難うございます。
◆山本会員
 三野さん、来週宜しくお願い致します。
◆望月会員
　 父がエージシュートを先週してまいりました。
◆増田(洋)会員
  10月1日内定式に14名の若人が集いました。
◆福嶋会員
 本日の卓話者川崎高校柴田様、川崎橘高校 野村様、宜し
 くお願いいたします。 楽しみにしております。
◆河口会員
 定時制高校振興会及び卓話をする学生の皆様、本日は
 宜しくお願い致します。

本 日 の 卓 話

演題

『川崎市内定時制高校振興会学生卓話』

　

　　

 

〇命の価値
　川崎市立川崎高校 柴田 息吹 様

〇爪を怪我しただけなのに
　川崎市立橘高校　 野村 昇吾 様
　

　　
 

本日のニコニコ       12,000円

　　　累計金額     362,000円

　　

クラブ会報担当：小峰則明委員長
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ポリオプラス  

　【世界ポリオデーにぜひ参加しましょう】
　　　第一地域ポリオ根絶地域コーディネーター
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　高柳 育行

この度2019-20年度ポリオ根絶地域コーディネーター（第一地
域）を務めることになりました。ポリオ根絶活動に対する認識を
高め、みなさまの活動の一助となれるよう努めてまいりたいと思
います。ポリオ根絶に関するご質問等は incho@takayanagi-
dc.com に連絡をお願い致します。また「世界ポリオデー」の時
期に関わらず、年間を通してポリオ根絶に関わるイベント等を
企画・実施していただき、根絶への理解を深めていただくと共
に、ご寄付や募金活動にご協力いただきたいと思います。
10月24日は「世界ポリオデー」です。
当日10月24日(木)19：00～19：30には、Facebookでポリオ根
絶特別プログラムが配信されます。ポリオ常在国や近年に感
染が報告された国でポリオ根絶に尽力される方々のストーリー
が紹介されます。ぜひご参加ください。
また、10月24日前後にポリオ根絶にちなむイベントや活動の
計画を立てていただき、その情報をお寄せいただくようお願い
致します。（イベント登録はこちら） ロータリアンがポリオ根絶活
動について、認識を高め、イベントを通じて、募金活動をする
絶好の機会です！
私の所属しております第2570地区では、11月3日（日）に日本
スリーデーマーチで、10㎞のコースを「End Polio Now」のT
シャツを着て歩くイベントを計画しています。この場で募金活
動も行います。世界で2位の規模、日本で1位の規模となるウ
オーキング大会で、東京（池袋）から1時間程の東松山で開催
されます。参加希望の方は、第2570地区の地区事務所
（0493-21-2570）へ10月11日までにご連絡ください。最後に、
「ポリオ根絶」に関する情報をご紹介いたします。
1.ポリオってどんな病気なのでしょうか
 ポリオ（急性灰白髄炎）は、ウイルス感染によって発症する
 病気で、ワクチンでの予防が可能です。5歳以下の子どもに
 感染する確 率が高く、「小児まひ」とも呼ばれています。
2.ポリオを根絶するための「ポリオプラス基金」は
 ロータリーは、ポリオ根絶に毎年5,000万ドルを集める ファン
 ドレイジングを行っています。この目標を達成す るには、全
 会員からの協力が必要です。
3.ロータリーの「ポリオプラス基金」はどのように使われ るのか
 ロータリーはWHOとUNICEFにも補助金を提供しています。
 WHOとUNICEFは各国の保健省庁と協議して、予算を作成
 しますが、感染の状況の変化や、ロータリーとその他の寄付
 者による活動への新たな寄付や資金援助によって、見直さ
 れます。技術面での援助、すべての子どもにワクチンを投
 与するための運営面での支援、感染検知のためのサーベ
 イランス（監視）活動、予防接種キャンペーンおよび予防接
 種の重要性に対する認識向上のための社会動員などに充
 てられます。

【寄付総額 世界上位3ヶ国】2019年9月16日現在

　　アメリカ  ＄ 10,322,177
　　韓国 　　＄ 　5,142,019
　　日本　　 ＄　 4,261,654

【野生株によるポリオ症例数】  
　   掲載サイト： GPEIウェブサイト（英語）


