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国際ロータリー第 2780 地区 

横須賀北ロータリークラブ週報 

2021～2022 年度 
 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  かながわ信用金庫追浜支店３階 横須賀市追浜本町 1－28 

       TEL 046（866）1515 

事務所  鈴木ハイツ 2Ｆ       横須賀市追浜町 3－22－202 

         TEL・FAX 046（866）1801 

      URL：http://www.yokosukakita-rc.jp/ 

         E‐mail: info@yokosukakita‐rc.jp 

 

会    長 髙田 源太  副  会  長  竹永  薫  

 

幹    事 佐々木佑倫  会報委員 長  飯倉 正俊  

 

第２８２０回 ２０２１年 ８月 ２４日『火曜日』横須賀北ＲＣ 

 

ZOOM 例会 
 

点 鐘  

司 会   髙田 源太 会長 

ゲスト   国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ  
田島  透 様 

第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 

北村 理和子 様 

       補佐付幹事 

        齋藤 秀人 様 

米山奨学生 郭 育婷（ｶｸ ﾕｳﾃｨﾝ）様 

｢出席報告｣ 

 (本日) 8 月 24 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

20 名 19 名 13 名 68.42％ 1 名 14 名 73.68％ 

（前々回) 7 月 20 日 

総数 
出席対象

数 
出席数 出席率 

メークア

ップ 
計 

修正出席

率 

20 名 19 名 14 名 73.68％ 2 名 16 名 84.21％ 

 

 

横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ
60 周年 
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「メーキャップされた会員」 

8/21 米山奨学ｾﾐﾅｰ 佐々木佑倫幹事 （ZOOM） 

 

「ニコニコＢＯＸ」 

本日は ZOOM 例会のためございません。次回宜しくお願い致します 

 

「会長あいさつ」 

 ・９月１２日までの非常事態宣言を受けて本日のｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問も ZOOM 例会と

させて頂きました。ｹﾞｽﾄはじめご出席の会員の皆様 宜しくお願い致します 

 ・鈴木達治会員が現在入院中でｺﾛﾅ禍のため病院には伺えませんが、ｸﾗﾌﾞとしての

お見舞い金をお届けしたいと思います 

 ・例会予定にありました９月７日の移動例会座禅会はｺﾛﾅ禍のため延期とさせて頂

きました。１４日・２１日の例会は現状中止とさせて頂きますが、９月の理事会

において今後の例会につきまして検討させて頂きます 

 

「幹事報告」 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ事務所より 

  ①地区危機管理ｾﾐﾅｰ開催のご案内 

  日 時 ９月 ４日（土）１３：００～１６：００ 

  場 所 ｱｲｸﾛｽ湘南６階「E 会議室」緊急事態宣言発令のため延期 

②ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞ－地球環境保全ﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄ（海岸清掃）のご案内 

 日  時 ９月１２日（日）９：３０集合 

 集合場所 江ノ島水族館 入り口付近 くらげ広場 

清掃場所 鵠沼海岸１０：００～１１：３０緊急事態宣言発令のため中止 

③米山月間卓話(１０月)依頼についてのご案内が届いております 

◎ｶﾞﾊﾞﾅｰ月信を郵送致しました 

◎各ｸﾗﾌﾞより例会変更・休会のお知らせ 

  ①横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  ８月２７日（金）休会 

②三浦ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ  ８月２６日（木）休会 

  ③横須賀南西ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ ８月３０日（月)Web 例会 

 

｢スピーチ｣ 

【国際ﾛｰﾀﾘｰ第２７８０地区 ｶﾞﾊﾞﾅｰ 田島 透 様】 
 ﾊﾟｽﾄｶﾞﾊﾞﾅｰ森 洋会員はじめ横須賀北ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの皆様には大変

お世話になっております。本日は宜しくお願い致します 

 

地区行動目標 

DO MORE「POLIO」GROW MORE 「MEMBERSHIP」 

「ﾎﾟﾘｵ根絶と会員増強」 

  「奉仕の実戦で会員基盤を強固なものにしましょう」 

 

地区ﾋﾞｼﾞｮﾝの実現を目指す 

 （１）「地域社会の変化とﾆｰｽﾞをとらえる」 

 ①地区ﾋﾞｼﾞｮﾝ・行動計画の理解と推進 

 ②ｸﾗﾌﾞﾃﾞｼﾞﾀﾙ化の推進（全員がﾏｲﾛｰﾀﾘｰへ登録） 



 3 

 （２）「地域社会にｲﾝﾊﾟｸﾄをもたらす」 

 ①「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」の実施 

 ②「１ｸﾗﾌﾞ１奉仕事業」 

 

 （３「多様な人々との出会いとつながり」 

①若い人たちへの積極的支援 

 ②将来のﾘｰﾀﾞｰの発掘、育成 

 

 （４）「積極的に行動します」 

 ①ﾛｰﾀﾘｰ財団への協力 

 ②米山記念奨学会への協力 

 ③ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰの開催 

④「EACH ONE BRING ONE（みんなが一人を入会させよう）の推進 

⑤ﾋｭｰｽﾄﾝ国際大会への積極的参加（２０２２年６月４～８日） 

 

【第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 北村 理和子様】 
 ２０２１－２２年度田島 透ｶﾞﾊﾞﾅｰの基、ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐を拝命致しました北村理和子

と申します。第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟを担当いたしますので改めまして宜しくお願い申し上げます 

ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐は,RI 会長の活動指針や地区やｶﾞﾊﾞﾅｰの活動重点項目をｸﾗﾌﾞに伝え又ｸﾗﾌﾞ

の活動計画のために有効な情報を提供することであります。地区とｸﾗﾌﾞのﾊﾟｲﾌﾟ役と

して務めてまいりますのでどうぞ１年間宜しくお願い致します 

【RI 会長及び・２７８０地区の重点活動】 

１・ﾎﾟﾘｵの根絶と会員増強 

ﾎﾟﾘｵとはﾎﾟﾘｵｳｨﾙｽによって引き起こされる骨髄性小児まひの疾病のことです。

発症すると身体に麻痺がおこり深刻な後遺症を残す。主に乳幼児がかかりやす

いのです。予防としてはﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝの接種によって抗体が出来ますので、ﾎﾟﾘｵ根

絶のため有効な手段となっています。日本では乳幼児に４種混合ﾜｸﾁﾝとして接

種しております 

国際ﾛｰﾀﾘｰは WHO 世界保健機関やﾕﾆｾﾌと連携して「END POLIO NOW」

として取り組み２０２０年８月にはｱﾌｶﾞﾆｽﾀﾝをﾊﾟｷｽﾀﾝの２か国の疾病を残す

のみ。その中、昨年からの新型ｺﾛﾅｳｲﾙｽ感染によるﾊﾟﾝﾃﾞﾐｯｸ状態の影響でﾎﾟﾘｵﾜ

ｸﾁﾝの投与が行われておりません。今後のﾎﾟﾘｵ感染拡大が懸念されますので更

に根絶にむけ PR や募金活動の継続が必要となります 

 

２・RI 会長方針「世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰ」について 

   ２７８０地区では世界ﾎﾟﾘｵﾃﾞｰのｷｬﾝﾍﾟｰﾝとして１０月にﾎﾟﾘｵ根絶、ｺﾛﾅ絶滅の

祈願祭を各方面で実施します。そして、藤沢近郊、小田原、箱根近郊をﾊﾞｽや

鉄道車内にﾎﾟﾘｵ根絶ｷｬﾝﾍﾟｰﾝﾎﾟｽﾀｰを掲載して頂ける予定です。 

第１・第 2 ｸﾞﾙｰﾌﾟでは京浜急行ﾊﾞｽのご協力を頂き同じくﾎﾟｽﾀｰをﾊﾞｽ車内吊り

掲載を予定。実施期間は１０月～１２月。ﾊﾞｽ運行ｴﾘｱ・三浦－横須賀－逗子－

葉山―鎌倉 どうぞ皆さんのﾛｰﾀﾘｰ奉仕活動を PR してください 

 

３・第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同奉仕活動「ﾎﾟﾘｵ根絶ｷｬﾝﾍﾟｰﾝ」PR と募金活動について 

   実施内容・ﾖｺｽｶﾄﾓﾀﾞﾁｼﾞｬｽﾞﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの催しにおきまして募金活動を展開してま

いります。                    横須賀ｼﾞｬｽﾞ協会主催 
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実施日：２０２１年１１月７日（日）会場 ドブ板通り周辺 

 

  集客の方々にﾎﾟﾘｵ根絶ﾎﾟｽﾀｰの配布とﾜｸﾁﾝ基金の募金をお願いするｷｬﾝﾍﾟｰﾝ 

  第１ｸﾞﾙｰﾌﾟ５ｸﾗﾌﾞとﾛｰﾀｰｱｸﾄ、ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ等参加想定人数を１００名以上になる

と期待しております。 

  ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの公共ｲﾒｰｼﾞ拡大として、J:Com や地域新聞にも掲載を依頼します。若

い世代も含めﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの奉仕活動を実践し、双方の会員基盤を強固にする事へ

も繋がると思います。皆様のご協力をお願い致します 

  ﾎﾟﾘｵ根絶のﾎﾟｽﾀｰにﾎﾟﾘｵ疾病の経緯やﾛｰﾀﾘｰの参画内容が記載されております 

  会員皆様に読んで頂きたく、各ｸﾗﾌﾞに配布いたします 

 

４・会員増強、維持への取組 

  ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞの奉仕活動を積極的に展開し、公共機関や広報を活用して広くﾛｰﾀﾘｰを

知ってもらう機会を増やす。 

今回のﾎﾟﾘｵｷｬﾝﾍﾟｰﾝでは、社会的な重要課題であります。「ｺﾛﾅ感染」対策として

ﾜｸﾁﾝの効力を改めて認識を持つ状態にあります。ﾎﾟﾘｵﾜｸﾁﾝが幼児の感染対策とし

て重要不可欠であるかを深く認識することとなりました。 

会員同志がこの活動の意義を理解し、友人知人に若い世代に向かってｱﾋﾟｰﾙする

事も会員増強、維持につながると思います 

 

５・RI 会長方針 第 1 ｸﾞﾙｰﾌﾟ合同「ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰ」について 

２７８０地区では従来各ｸﾞﾙｰﾌﾟが１年に１回ｲﾝﾀｰｼﾃｨﾐｰﾃｨﾝｸﾞを実施して参りま

した。外部講師による記念講演と懇親会を通して会員間の交流を深めております

が ｼｪｶｰﾙ･ﾒｰﾀ RI 会長は「外部団体等と共に奉仕活動を実践し交流を深める」と

して IM 方式ではない「ﾛｰﾀﾘｰ奉仕ﾃﾞｰ」を推奨しております 

例年、横須賀ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞが実施しております，１０，０００m ｸﾘｰﾝ作戦を 第 1

ｸﾞﾙｰﾌﾟとして拡大した奉仕活動の展開に取り組んでまいります 

 

実施日： ２０２２年３月１３日（日）地域・市内各方面～平成町海釣り公園

へ集合 

参加団体：ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞ５ｸﾗﾌﾞ・ﾛｰﾀｰｱｸﾄ・ｲﾝﾀｰｱｸﾄｸﾗﾌﾞ、市内高等学校５校、 

ﾎﾞｰｲｽｶｳﾄ・総勢５００名 

 

実施にあたりましては各ｸﾗﾌﾞの実行委員をもとに企画してまいりますので、 

その節にはご協力のほど宜しくお願い致します 

 

 

 

 

 

～ｸﾗﾌﾞ協議会 １３：０５～１３：３０～ 

 


