
★司会　伊藤恒満 副SAA
点鐘　三野公一 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　 中條藝立 会員

〇ありません

1.本日、ドイツハンブルグ国際大会に参加の方は

　 河口会員、野口会員、鈴木会員、轟会員、 

 齋藤会員、安本会員、増田(敏)ご夫妻です。

　 無事に帰国されることをお祈りしています。

2.その他

①2018-19年度の期末報告書を６月末までご提出

　 く ださい。ご案内をメールにて送付いたしますの

 で 確認してください。

③本日、会員名簿を回覧しております。

 前回のチェックをしていない方はご確認ください。

④次週、6/6(木) 以前当クラブ所属しておりました

 南一朗様の入会式を行います。

　 宜しくお願い致します。

　  正会員に選出されましたことをご報告致します

■伊藤恒満　次年度親睦活動担当委員
  6/19(水)第１回親睦定例会開催のお知らせ

■山﨑美津夫　親睦活動担当委員
   ５月のお誕生会

1.例会変更のお知らせ

 ●川崎西ＲＣ
    6/28（金）定款休会

 ●川崎大師ＲＣ
    6/12（水）年度末移動例会　料亭　田中家

◎6月 6日 （木）「会員卓話」
　 　　　　　　　　　 中條藝立会員
　　　　　　　　　　 宮本欣淳会員

◎6月16日（木）「期末一泊移動例会」
 場所：ｴｸｼﾌﾞ湯河原
  住所：神奈川県足柄下郡湯河原
 町宮上 631-1 
 TEL： 0465-60-2555（フロント）　 

◎6月 20日 （木）「会員卓話」
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2018～19年度 ＲＩテーマ

副会長幹事会長 
2018-2019年度 RI会長

バリー・ラシン

＊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

委 員 会 報 告 

ビ ジ タ ー 紹 介 瀧口幹子
親睦活動担当員
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伊藤恒満
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会　長　報　告 三野公一 会長

ゲ  ス  ト  紹  介 三野公一 会長 

〇ありません

林　伸彦　幹事幹　事　報　告

　　

　

〇ありません

５月のお誕生会

 

増田(洋)会員
  



ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 内田秀彰　副会長

◆福嶋会員

  今日の小生の卓話を期待された方には大変申し訳ありませ

 んが、昨日から体調が今一つにて、山本栄次会員の卓話を

 １５分間お願い致しましましたことをお許しください。

◆山本会員

 三野会長もう少しでゴールですね。

 頑張ってください。

 栗原さん、いつも資料大変有難うございます。

◆秦会員

  今日は国際大会でテーブルが淋しいですね。

 福嶋会長エレクト、山本会員、卓話宜しくお願いします。

◆小山会員

　  福嶋会長エレクト、次年度期待しております。

 山本会員、本日の卓話宜しくお願い致します。

◆小枝会員

    福嶋会長エレクト、山本会員、卓話宜しくお願いします。

 福嶋年度が素晴らしい年となりますように微力ながら頑張り

 ます。

◆島田会員

   福嶋さん、山本さん、今日の卓話宜しくお願い致します。

◆中條会員

 本日は福嶋様、山本様の卓話宜しくお願いいたします。

◆増田(洋)会員

 本日、株主総会が開催されます。

ドイツのハンブルグで開催中の
2019年ロータリー国際大会で、
世界中から集まった会員が、ロ
ータリーとGPEIの主要パートナ
ー団体がポリオのない世界に
向けて前進するためのロード
マップについて知識を深めて
います。
ロータリーは30年以上にわたり
ポリオとの闘いに力を注いでき
ました。去る4月、GPEIによっ
て2019-2023年の最終戦略計
画（Polio Endgame Strategy
 2019-2023）が発表され、目標達成までの最終的なステッ
プが示されました。2013-2018年のGPEI戦略計画を通じて
ポリオとの闘いが終盤へと進んだ今、この新しい計画をもっ
て目標の達成をめざします。
この2019-2023年の戦略は、地域社会ごとにカスタマイズさ
れた方策や各地の状況に応じた対応が非常に大切である
ことなど、これまでの活動を通じて学んだ教訓を土台として
います。革新的な戦略となっており、新しい実行アプロー
チ、運営方法、パートナーシップが含まれています。

大会ハイライト
ジェフリー・クルーガー（Jeffrey Kluger）：ポリオと
の闘いの支援者であるクルーガー氏は、6月4日（火）の本
会議で、世界保健機関（WHO）のポリオ責任者であるマイ
ケル・ザフラン氏と、サーベイランス担当者のウジャラ・
ネイヤー氏との対話の進行役を務めます。クルーガー氏
は、ポリオワクチンの開発について詳述した著書“Splendid 
Solution: Jonas Salk and the Conquest of Polio”（素晴らしい
解決策：ジョナス・ソークとポリオ征服）を執筆し、公共保健
の問題に関する数多くの記事を書いてきたほか、ロータ
リーと共にナイジェリアを訪問しポリオの活動を幅広く伝え

ました。　　　　　　　　　　　
　　　　　　　 4.75 億
2014年以来、プロジェクト「Deckel Drauf」を通じて回収され
たボトルキャップの数。プラスチックの蓋をリサイクルする
ことで得られるお金は、ポリオ活動への募金に充てられて
います。 

ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ "Deckel drauf"(ポリオに蓋をしよう）：
ポリオ活動を支援するためにドイツ国中で行われた、プラス
チックボトルのキャップをリサイクルする活動。リサイクルす
ることで得られるお金は、ポリオ活動への支援に充てられ
ています。ロータリアンで市のごみ処理業者の運営責任者
をしているデニス・キーゼル氏は、Herzogtum Lauenburg-
Möllnロータリークラブ（ドイツ）を通じてこの活動を開始しま
した。プラスチックの蓋は、学校、企業、サッカークラブ、警
察署で集められているほか、G7サミットでも回収作業が行
われました。開始から5年、リサイクル方針における変更の
ため今年6月にプロジェクトは終了します。今はラストス
パートの真っただ中。国際大会でこの活動に参加できます
ので、関連標識を会場でお探しください。

大会中の土曜日、大会出席者は
ポリオ活動への支援向上を目的と
したウォーキング／自転車イベント
「Hamburg on the Move」に参加し
ました。

本 日 の 卓 話

演題　『会員卓話』

　　
 福嶋安行　会員

　　
 

山本栄次　会員

　　
 

クラブ会報担当：増田敏雄委員長

本日のニコニコ　　      9,000円

　　　累計金額 　    809,500円

　　

■ポリオフリーを実現するための最終戦略計画
　 記事 Arnold R. Grahl ＆ Claudia Brunner

　　
 

ロータリー国際大会ポリオのない世界へ

　　
 


