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第 1200回例会
インド人のご夫妻と乗り合わせました。私は男性に、

本日はガバナー公式訪問です。少数 RC ですが、辛

「インドでのポリオワクチン投与に 2 回行った」と話

口なご意見も伺えれば幸いです。宜しくお願いします。 しかけたところ、女性が前に出て「2 回も来てくれて
有難う」と言うのです。彼女がガバナーでした。国際
・クラブ研修リーダーセミナー開催案内 出欠：11／2 協議会に行くと、日本人の常識や思い込みは通用しな
11／13（火）14 時

アイクロス湘南 6F

いと感じました。到着日の PM7：30 から本会議が開

・地区会員増強事例セミナー開催案内 出欠：11／22 催され、そこでバリー･ラシン RI 会長エレクトの講演
12／4（火）15 時

アイクロス湘南 6F

と RI マークが発表されました。バリー･ラシン氏は、

・11 月会長幹事会案内 出欠：11／6
11／13（火）18：30 センチュリー相模大野 8F
例会変更

カリブ海のバハマ諸島の出身で、海に因んで波を模っ

※ビジター受付＝クラブ事務局 ※受付無 たマークになったそうです。最初に、次のような話が

11／1（木）津久井中央
11／2（金）津久井※

ありました。
「効果的かつ効率的に奉仕する。意義があ
相模原ｸﾞ
ﾘｰﾝ
※

11／13（火）大和
その他来信

があり、RI のテーマ“インスピレーションになろう”

り持続可能な方法でより多くの人に変化をもたらす。
本日はようこそ！

ネパール子ども病院 20 年の軌跡

ビジター＆ゲスト

先人達の活動の上に将来のために堅固な土台を築く。
ロータリーの活動が成長し続け世界に役に立つように
する。」この様な事をやりましょうと言う事でした。続

脇 洋一郎 様（第 2780 地区ガバナー／茅ヶ崎湘南） いてビジョン声明が発表されました。これは、ロータ
清水 寿人 様（第 5G ガバナー補佐／相模原柴胡） リーの将来図を示す言葉として重要になるので、地区
小野良太郎 様（地区社会･国際奉仕委員長／秦野中） に戻り各 RC にきちんと伝えて下さいと言われまし
原

幹朗 様（相模原橋本）

た。
「私たちロータリアンは、世界で、地域社会で、そ
して自分自身の中で、持続可能な変化を生む為に、人々

第 2780 地区ガバナー／脇 洋一郎 様 が手を取り合って行動する世界を目指しています。」こ
私は今年 1／14～21 迄、サンディエゴ の中で、
“持続可能な変化”が非常に重要だと指摘され
で開催された、2018 年 RI 国際協議会に ました。英語では“Lasting change＝終わりなき変化”
参加してきました。国際協議会の目的は、 となり、いつまでも変化をし続けることが重要という
世界 539 地区からガバナーエレクトを招集して、次年 事だと思います。ロータリーの会員数はこの 20 年間、
度に向けて RI のテーマの説明と実施、RI 最新の優先

120 万人程度で低迷しています。成長しておらず、会

項目と最新情報の提供を行うものです。539 名の GE

員の高齢化が進み、活動を通じて変化をもたらす為の

が、6 日間に亘るセミナー全日程に参加しなければガ

知識や意欲を持たない RC が余りにも多すぎます。確

バナーになる事は出来ません。同伴のパートナー、ス

かに 20 年間 120 万人で変化がありませんが、先進国

タッフを含めると、1,000 人以上が集まります。今回、 では減少しています。特に日本は最盛期 13 万人でした
539 名の内、1／5（110 名）が女性です。日本は 34 地 が、現在 9 万人弱ですから相当数減少しています。逆
区ありますが、女性は 1 人でした。世界の女性ロータ に増加しているのは、発展途上国です。アフリカ･イン
リアンの活躍度から見ると、日本は 1／7 です。エピソ ド･南アジア･中南米等です。援助国が減り、被援助国
ードを 1 つ紹介します。ある日の朝、エレベーターで が増えている状態です。RI が最も懸念しているのは、

※NID とは National Immunization Day 全国免疫接種日＝全国一斉ポリオワクチン投与日
先進国の古くからのロータリーに変わってほしいとい

0～5 歳児が 1 億 7500 万人いるので、ロータリアン･

う事です。RI はポリオ撲滅はじめ、6 項目の優先項目 RAC･
現地の関係者総勢で行いますが大変です。特にス
を決め、人道的な奉仕を提唱しています。古い RC が

ラム街は酷く、多くの子どもは裸足です。盗水で道は

内向きで、自分達の事しか考えていないと、全世界で

ぬかるみ、牛などの排泄物が混じった最悪の環境で生

活動の展開が出来ません。歴史ある RC が変わり、世

活している人達がいます。ホテルに帰ると鉄製のゲー

界的規模で人道的奉仕活動に参加できるようにという

ト前でチェックを受け、中庭に入ると手荷物検査とボ

希望がテーマに込められています。昨年度は“ロータ

ディチェック、漸くホテル内に入れます。ホテル内は

リー：変化をもたらす”でした。過去のテーマを振り

安全で、毎日のように結婚式が行われ、貧富の差が大

返ると、人道的奉仕活動をストレートに表現するもの

きいのがインドです。セント･
ステファンズ病院には、

が多かったと思いますが、最近の傾向は自分達で考え

RI が資金提供したポリオのための病棟がありますが、

て変化しようという方向に変わりつつあり、ここ 2 年 家族の付き添いが必要で、利用できるのは僅かです。
間のテーマは明確に変わっています。
「より良い世界を 何時もデリー･サウス ウェスト RC にお世話になりま
作りたいなら、プロジェクトを計画したり、任務を掘

すが、事務所横に RC 運営の保育園があります。事務

り当てることから始めないで下さい。インスピレーシ

所の建物には、職業訓練所(ミシン･
美容関係･PC 等)、

ョンから始めて下さい。ロータリアンの魂、即ちより

診療所が併設されています。国により方法が異なる事

良い世界の切望、より良い世界を作ることが可能だと

を実感しました。
（今年度地区方針説明は、クラブ活動

言う、心の奥底にある真の自覚を呼び起こすことから

計画書に記載されていますので省略させて頂きます。）

始めて下さい。」これがインスピレーションだと、また、
「私達の多くにとって、この 30 年間にロータリー全体
を 1 つに結びつけていたポリオ撲滅活動がインスピレ
ーションとなってきました。」と、バリー･ラシン RI
会長は述べています。1985 年にポリオ撲滅活動がスタ
ートして 33 年、30 年前は世界中で 1 年間に 35 万件発
症していました。ロータリー単独で 0 にすると言って
立ち上がった事をインスピレーションだと言っている
のです。その後、WHO･全米疾病センター･各国政府･
保険機構が続々と活動に加わり、3 年前の発症数が 74
人、2 年前 37 人、昨年 21 人となりました。残念なが
ら今年もアフガニスタンとパキスタンで 10 数名発症
しています。これがロータリーのインスピレーション
だったとバリー･ラシン氏は仰いました。30 年前の 35
万件の内 22 万件がインドでの発症でした。インドでの
発症を 0 に出来れば、世界の発症を 0 にできると予測
し、RI はインドでの撲滅活動に相当力を入れてきまし
た。当地区も 6 年前から行動隊を組織し、ワクチン投
与活動に参加しています。ポリオワクチンは淡いピン
ク色で低温保管が必須です。我々が行ったデリー市内
にも多くの保健所があり、大型冷蔵庫で大量保管し、
最も寒い 1～2 月にワクチン投与をします。NID（※）

出 席 報 告

6 日間にインド全土で行いますが、

スマイル報告
脇洋一郎

今年度累計

￥112,500

10／13～14 日の地区大会、お世話に

様

なりました。本日の公式訪問、宜しくお願いします。
清水寿人

皆さまこんにちは。本日は第 5 グルー

様

プ 12 番目の公式訪問です。宜しくお願い致します。
原幹朗

久し振りの訪問です。私は大野 RC のほ

様

のぼのした所が大好きです。ボチボチ頑張って下さい。
脇ガバナー、清水 AG、公式訪問のお役目御苦労様です。
小野良太郎
座間勇

様

本日はお世話になります。
脇ガバナー、清水 AG、本日は宜敷く

会長

お願いします。原様、青少年交換にご尽力、有難うご
ざいます。小野様、フルート演奏楽しみにして下さい。
布野一喬

脇ガバナー、清水 AG、橋本 RC 原

幹事

様、秦野中 RC 小野様、ようこそお出で下さいました。
色々なロータリーについて勉強させて頂きます。
藤井啓三

会員

脇ガバナー、本日は御指導のほど、

宜しくお願い致します。
角尾彰央

会員

脇ガバナー、本日は宜敷くお願い致

します。清水 AG、毎回有難うございます。小野さん、
原さん、ようこそいらっしゃいました。
齋藤美希子

会員

脇ガバナー、清水 AG、原様、小

野様、ようこそいらっしゃいました。本日はどうぞ宜
しくお願い致します。

会員数

免除者

出席者

欠席者

他 RC メイク

その他 R 活動

本日の出席率

修正出席率

14 名

1名

8名

5名

3名

2名

61.54 ％

10／17 92.31 ％

今後の予定

11/14(水)中丸剛会員卓話 11/21(水)クラブ協議会 11/28(水)角尾彰央会員卓話 12/5(水)年次総会

