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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 16 号 通巻第 2667 号 

第 2667 回例会 

２０１４年（平成 26 年）10 月 28 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 
 

開会宣言・点鐘   

歌 

四つのテスト唱和 

食事 

会長挨拶 

幹事報告 

委員会報告 

卓話 

 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

 

会長 

「それでこそロータリー」

幹事 

海鮮中国料理 かのと亭 

髙橋邦夫会長 

小久保良行幹事 

 

地区職業奉仕委員長 

土屋 利夫 様

親睦委員会 

管理運営委員会 

会長 
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◆お客様紹介 

 

１０月１９日（日）に千葉県大学野球秋季リーグ戦

で城西国際大学は見事に３回目の優勝なさいまし

た。佐藤監督は、天理高校で夏の大会ベスト４に

進出し、その後早稲田大学に進学されました。ご

卒業後、日本生命に入社され、社会人野球でご活

躍の後、営業部長としてもご活躍でした。その後に、

母校の早稲田大学で４年間監督を務められました。

その後日本生命にお戻りでしたが、現場復帰への

熱意が強く、８年前に城西国際大学から請われて

監督に就任されました。 

一からのスタートで、人づくり、野球への勝負、そ

れで３回目の優勝をなさいました。来週からは関東

大会が予定されております。 

本日は、人生で培われた野球のお話をお願いし

ております。 

 

 

◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

＜世界ポリオデー＞ 

10 月 24 日は世界ポリオ

デー。RI では「全世界での

ポリオ感染数は 99％減少していること、ポリオのな

い世界まで『あと少し』であることを、あなたの声で

伝えてください」と呼びかけています。 

 ポリオ撲滅プログラムは、ロータリー75 周年を

祝って、1978 年 5 月東京国際大会で発表。1978

～79年度に設立しました。「保健、飢餓追放および

人間性尊重のための補助金」 Health,Hunger and 

Humanity (3-H) Program と言い、1982～83年度に

ロータリー財団に引き継がれ、3H 補助金と略称さ

れています。このプログラムの目的は、国際間の理

解、親善及び平和を推進するための方法として、

人々の健康状態を改善し、飢餓を救済し、人間的

社会的向上発展をはかることにあります。 

1979 年にフィリピンでの大規模免疫接種活動が

行われ、3 歳以下の 600 万人に予防接種がされま

した。その後、1985年、ロータリー80周年に向けて、

RI はポリオ・プラス計画を発表しました。プラスとは、

はしか、ジフテリア、破傷風、百日咳、結核の 5 つ

の病気を指し、ポリオだけでなく、これらの病気も含

め予防接種を実施することになり、ポリオ・プラス計

画と改称されました。世界中のロータリアンから募

金を募り、日本では 86 年～91 年の 5 年間に目標

を上回る 49億円を集めたそうです。1994年、日本

ロータリーは非ロータリー国である中国で、ポリオワ

クチン一斉投与を実施しました。支援地域はカン

ボジア、モンゴル、ネパール、ラオス、ベトナム、ミャ

ンマーなどにも拡大しました。同様の取り組みが世

界中で行われ、それらの結果が各地域での根絶に

結びつきました。世界でポリオ感染数は 99％減少

し、毎年 35 万件あった感染は、2012 年にわずか

223 件にまで減少しました。現在も感染が続いてい

る国は、アフガニスタン、ナイジェリア、パキスタン

 

●ご奉仕       鈴木 康道 会員 

●体育協会の旗、ありがとうございました！

渡邉 直樹 会員

●学園祭が盛況のうちに終了しました。＆池

田勇太選手が日本オープンゴルフ優勝しま

した。         高橋 邦夫 会員

●JIU 野球部、千葉県大学リーグ１部優勝を

致しました。     小久保 良行 会員

●誕生祝 謝     高山 友二 会員 

第２６６６回例会の記録 ＜１０月２１日＞ 
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の 3 か国です。しかし、国境を超えて人が行き来を

する現代、ほかの国にもウイルスが流入して感染が

広がる可能性があるため、完全な撲滅まで、予断

を許しません。 

世界保健機関WHOと RIは 2005年までの根絶

を目標にしてきましたが、達成できませんでした。

2007 年にゲイツ財団からの資金提供が開始され、

これまでに 4億ドルあまりが寄付されました。ロータ

リーの寄付累計額は 12億ドルです。2013年から 5

年間、ＲＩの寄付額の 2 倍をゲイツ財団が寄付する

という協力が行われています。ロータリアンは、お

金を集めるだけでなく、多くのロータリアンが道路も

ないようなへき地に分け入り、紛争地帯に赴き、実

際にポリオワクチンを子どもたちに届けるための活

動もしています。 

世界中のさまざまな地域にロータリークラブがあ

り、ロータリアンたちが活動をしています。それぞれ

の地域で、ロータリアンたちがさまざまな形で、す

べての子どもたちにポリオワクチンの投与をするた

めに努力を続けています。 

 

◆幹事報告 

小久保 良行 幹事 

 

 １０月２８日（火）午後６

時より志津本にて炉辺

会議、クラブ研修会、新入会員歓迎会を開

催します。 

 

◆委員会報告 
 

長尾 邦俊 親睦活動委員長 

１１月１０日（月）親睦委員会

を開催します。喜扇鮨、午後６

時より会費８千円です。委員で

ない方もどうぞご出席ください。

来週、出欠を確認いたします。 

 
 
 
 

◆卓話 
城西国際大学 硬式野球部監督 

佐藤 清 様

 

皆さんを前にして私が卓話なんてとんでもないと、

今日は城西国際大学野球部をご紹介したい、とい

うことでお許しください。 

城西国際大学野球部創部２２年、１３３名が北之

幸谷のアパート２棟に１０４名が生活しております。

自宅性もおりまして、２割程度は千葉の出身です。

北海道、青森から九州熊本までおります。やはり地

元の選手を、ということでスタートしました。 

グラウンドは二之袋にございます。自転車とバイ

ク、車を使っておりますので、普段ご迷惑をおかけ

していると思いますが、よろしくお願いいたします。 

私は平成１９年に監督に就任いたしました。最初

から「５年はかかります」と理事長にお話しておりま

したが、基礎工事をしっかりしないとすぐにつぶれ

てしまいます。 

私は天理の出身です。千葉と一緒でのんびりし

たところです。こちらに参りましてすぐに優勝とはな

りませんで、一つ一つ進めてまいりました。平成 23

年に初優勝しました。その時もお話させていただい

たのですが、山の登り方は幾通りかありますが、2

回、3 回と時間を縮めながら登れるような形で運営

させていただけたと思っております。 

昨年 2回目、今年は 3回目で、千葉の中では城

西国際大学野球部というものを認知していただけ

る形になったかなと思っております。全国に打って

出るにはまだまだです。11 月から秋の明治神宮大

会がありますので、その前の横浜市長杯で 27日か

ら横浜スタジアムで試合をします。2連勝すると、神
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宮大会です。全国から 11校集まります。ここへ向け

て今日から選手を締め上げながらスタートしており

ます。 

東金商工会議所さんには、普段から学生たちが

お世話になっており、お祭りのみこしをかつがせて

いただいて、一般の方々と接する機会を作ってい

ただいたり、共催で少年野球教室をさせていただ

いたりしております。 

133 名の部員がおります。ユニフォームを着てい

るのは何割か、です。レギュラーになることだけで

はなく、まず大学の 124単位をきちんととりながら 4

年間一生懸命、野球をやる、ということをお話しま

す。その中でよい仲間を作り、社会に出るということ

をうるさく申しております。まず、挨拶ができるかどう

か。目線をそらしたり、動きながら挨拶をすることに

は注意しております。野球をしながら、簡単なことな

のですが社会に送り出すための準備として、指導

しております。 

 

 

学生たちが卒業して、東金に帰ってきてくれます

と嬉しいです。先日もあるホテルに勤めている卒業

生が来て、話をしました。そうすると、学生たちも先

輩との交流ができます。全国から集まって、全国に

散らばっていく学生たちが、東金の城西国際大学

にまた戻ってくる、という流れをしっかり作って行け

たら、と考えております。 

日頃より東金の皆様にはお世話になっておりま

す。若い連中ですので、ご迷惑をおかけしているこ

ともあると思います。今後とも城西国際大学、そし

て野球部へのご声援をいただけましたらありがたい

と思っております。よろしくお願いいたします。 

本日はどうもありがとうございました。 

出席率  10 月 21日 

会員数 出席者 出席率 コインBOX

22名 17名 73.9％ 1,180 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 

◆米寿祝 
８８歳を迎えられました高山会員へ記念品の贈呈を行いました。 

  

高山 友二 会員 


