
1. 先般お伝えしました「日本のロータリー100周年」
　 を 記念した特殊切手がいよいよ、今月の18日より
 販売いたします。
 郵便局又は、郵便局のネットショップからご購入
 いただけますので宜しくお願い致します。
2. 昨日9/2(水)、富津シティＲＣに表敬訪問に行って
 参 りました。　

【参加者】

　河口会員・野口会員・鈴木会員

　轟会員・山﨑会員・齋藤会員
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★司会　小山　宏明 副SAA
点鐘　山﨑美津夫 会長★
ロータリーソング「君が代」｢奉仕の理想｣★

　ソングリーダー　 中條藝立 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 南　一朗 出席委員長

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ロータリー米山奨学生　　　　　　　　　　　
　　ハー タム ファン さん

　　増田(敏)カウンセラーより　米山奨学金を授与しました

会　長　報　告 山﨑美津夫　会長
〇ありません

〇島田精二 ロータリー広報・雑誌担当委員

 ロータリーの友、雑誌掲載記事の紹介
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

1.例会変更のお知らせ

2.前期プログラム予定表の最新版を先週メール及び

 ＦＡＸで送付いたしましたのでご確認のほど宜しく

 お願い致します。

3. 第２期会費請求書を発送いたしましたのでご確認

 下さい。

4. 本日例会後、理事会を開催致します。理事・役員

 の皆様は恐れ入りますが宜しくお願い致します。

○川崎とどろきＲＣ
　　9/21 （月）　休会

○川崎中ＲＣ
　　9/22（火）　 休会

○川崎南ＲＣ
　　9/22（火）　 休会（祝日）
　　9/29（火）　 夜間移動例会（萬珍楼）
　　11/3（火）　 休会（祝日）

◎9月10日（木）「会員卓話」麦島　建 会員

◎9月17日（木）「会員卓話」本間賢次郎 会員

◎9月24日（木）休会（祝日週による）　　

　　　　　　

＊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

齋藤保則　幹事幹　事　報　告

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

2020～２1年度 ＲＩテーマ

副会長

御幡幸男

幹事

齋藤保則

会長 

山﨑美津夫

2020-2021年度 RI会長
ボルガー・クナーク

ゲ  ス  ト  紹  介 　山﨑美津夫　会長 

会員数

(備考)

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修   正

38 35 29 6 82.86



本 日 卓 話

本日のニコニコ     19,000円

　　　累計金額   176,000円

◆ 松中会員
　 妻の誕生日に花をいただき有難うございました。
◆福嶋会員
 涼しさを求め例会に出かけました。
 皆さんと会えることが喜びです。
◆増田（洋）会員
 暑いです。
◆増田(敏)会員
 9月に入り暑さは少し和らいできましたが、かつてないほ
 ど の大型といわれる台風10号の襲来がとても心配です。
 お気をつけ下さいませ。
◆轟会員
 昨日の富津シティＲＣ表敬訪問参加の6名様暑い中ご苦
 労様でした。
◆秦会員
 今日のクラブフォーラム全体会議宜しくお願いします。
 暑い中体調には気を付けてください。
◆小枝会員
 今日はクラブフォーラムです。
 皆さん、宜しくお願いします。
◆小山会員
  本日の全体会議、宜しくお願い致します。
◆島田会員
 「ロータリーの友」がものすごく面白くなりましたよ！
 皆さん、読んでね！
◆山本会員
 宮本さん、昨日は送り迎えありがとうござました。
◆山﨑会員
 昨日、富津シティＲＣに表敬訪問された皆様、お疲れ
 様でした。
 小枝会員、本日の卓話宜しくお願いします。

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 御幡幸男 副会長

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

本 日 の 卓 話

演　題　『クラブフォーラム（全体会議）』

　　

 

小枝 義夫 会員

　　
 

2019-20年度「クラブ運営に関するアンケート」を実施した

結果をご報告いただきました。

　　

 

【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）

寄付総額 世界上位3ヶ国  2020年8月23日現在
アメリカ ＄ 6,989,075
韓国     ＄ 4,073,847
日本     ＄ 2,458,504

ポリオプラス  

【WHOアフリカ地域野生型ポリオ根絶】 
  8月25日にWHOアフリカ地域の野生型ポリ オ根
 絶が認定され、世界のポリオ根絶に向けて大きく

前進しました。また、ポリオ根絶のために築かれてきたインフ
ラは、2014年のエボラ出血熱の封じ込めや、今回の新型コロ
ナウイルス流行への対応にも役立てられています。アフリカ地
域の野生型ポリオ根絶の認定は、ライブストリームイベントで
行われました。イベントには、ナイジェリアのムハンマド・ブハリ
大統領、ビル・ゲイツ氏、国際ロータリー会長のホルガー・ク
ナーク氏、ナイジェリア・ポリオプラス委員長のツンジ・フンショ
氏、そのほかの GPEI パートナー団体の代表らが出席し、ス
ピーチを行いました。祝賀イベント後には、記者会見が開か
れました。クナーク氏は、新型コロナウイルス流行の中で人び
とは良いニュースを必要としている、と述べました。今後も大き
な課題が残されていることに言及した上で、「だからこそ、この
大きな成果を認め、この快挙を実現するまでに重要な役割を
果たしたすべての人を称賛しなければなりません。
長年の努力があったからこそ、ここに至ることができたのです」
と語りました。
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【世界ポリオデーの活動を計画しよう】 
「ポリオのない世界」というロータリーの目標を忘れず、会
員のコミットメントを保ちつづけるために、10月24日の「世
界ポリオデー」には、ポリオ根絶に関連する活動をぜひご
計画ください。また、活動を計画されたら、その情報をこち
らのフォームからお寄せください。
バーチャルな方法や三密を避けた方法など、そのアイデ
アをいくつかご紹介します。
〇ポリオ根絶特別例会：
ポリオ根絶の動画を上映、または世界ポリオデー特別プロ
グラムを鑑賞したり、ポリオに詳しい人を卓話に招く。バー
チャルな例会では END POLIO NOW の背景画像をブラ
ンドリソースセンターからダウンロードして使う
〇ウォーキングチャレンジ： 
距離や歩数の目標を立て、世界ポリオデーまでに達成を
めざして各自で歩く。友人や同僚、家族にも応援してもら
い、目標を達成したらポリオプラス基金に寄付をしてもらう。
〇建築物のイルミネーション：
 「END POLIO NOW」のロゴを有名な建築物や目立つ場
所にイルミネーションで美しく投射し、ポリオ根絶活動への
認識を高める。
〇バーチャル講演会／パネル討論会： 
感染症やワクチンの専門家、ポリオ経験者などを講演者
やパネリストとして招き、一般の人も視聴できる方法でオン
ライン配信する（Zoom、フェイスブックライブ、YouTubeライ
ブなど）。
〇赤いＴシャツを着て応援：
 10 月 24 日に END POLIO ＮＯＷの T シャツや赤いＴ
シャツを着た自撮り写真をソーシャルメディアに投稿
し、ハッシュタグ「#endpolio」を使ってポリオ根絶への
寄付を呼びかける。


