
国際ロータリー第 2550 地区

黒 磯 ロ ータ リ ー ク ラ ブ 会 報
会 長：植竹一裕 幹 事：大島三千三
事務局：（有）大島商店

代表取締役 大島三千三
〒329-3155 那須塩原市笹沼262
TEL:0287-65-0863・FAX:0287-65-3381
E-mail:3003＠mvb.biglobe.ne.jp

例 会：国民の祝日を含まない週の水曜日
12:30 – 13:30

割烹石山 那須塩原市本町 5-5

第2972回 植竹年度第８回例会会報 2022-9-7 司会鈴木隆子君

欠席の場合は前日 9 時 30 分までに次のいずれかにご連絡を。電話 62-0128、FAX62-1076 （以上石山桂子）
メール qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp

出席報告 黒澤洋一委員長 （出席規定の免除会員数8名）

国際ロータリー会長：ジェニファー E. ジョーンズ
第 2550地区ガバナー： 佐貫直通
事務所：〒321-0945 宇都宮市宿郷5-21-15

ベルヴィ宇都宮内
TEL：028-651-2550
FAX：028-651-2551
E-mail: m2550@agate.plala.or.jp
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例会日 会員数 出席数 欠席数 出席率 MU 数 修正出席率

本日 9月7日 35（8） 28(6) 7(2) 84.8% ― ―

前回 8月31日 35（8） 29(5) 6(3) 90.6% 1 94.2%

お客様紹介 稲垣政一副会長

今月の誕生祝いは、佐藤博さん、永山三芳
さん、渡辺裕雄さん、浜木大治さんの4名です。
結婚祝いは、大島三千三さん、吉光寺政雄
さんの2名です。

誕生祝い

結婚祝い

国際ロータリー第2550地区2022〜23年度交
換学生へイデン・ロバート・ミシェル君です。

佐藤博君、渡辺裕雄君、永山三芳君

大島三千三君

稲垣政一副会長

へイデン君を囲んで

へイデン君に支援金贈呈

mailto:qqvn2bz9k@sound.ocn.ne.jp
mailto:m2550@agate.plala.or.jp
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ポリオは非常に感染性の高い病気であり、特
に感染しやすいのは5歳未満の子供です。日本
では一般的に小児麻痺と呼ばれています。
ポリオウィルスは人から人へ感染し、汚染水
を通じての感染が最も多いとされています。
神経系を侵すこともあり、体の麻痺を引き起
こします。治療法はありませんが、安全なワ
クチンでの予防が可能とされています。
まずは、ポリオの歴史を遡ってみましょう。
1894年アメリカのバーモント州で18人が死亡、
132人の麻痺症状が確認されました。これが今
残っているポリオ大流行の初めての記録です。
その後、人から人へ感染する病気である事が
判明し、無症状の人でも感染している可能性
がある事が分かりました。さらにウィルス感
染による病気である事が判明しました。1916
年にニューヨーク市で2000人以上、アメリカ
国内で6000人が命を落とし数千人が麻痺障害
になったそうです。1955年ポリオワクチンの
有効性が証明され1960年に経口ポリオワクチ
ンが認可されました。ロータリーがポリオワ
クチン購入・輸送プロジェクトが始まったの
は、1979年の事です。
1985年に国際ロータリーが民間による初め
ての国際的な公共保健イニシアチブとして最
大規模となる募金目標を1億2千万ドルとした
「ポリオプラス」を開始。1988年には世界保
健機構(WHO)と共同で「世界ポリオ撲滅推進活
動」を立ち上げました。その当時の症例数は
125カ国で35万件以上と推定されます。
その後1994年には南北アメリカ大陸からポ
リオが撲滅された事を発表され、2000年には5
億5千万人の子供に経口ポリオワクチンが投与
され、オーストラリアから中国にわたる西太
平洋地域でのポリオ撲滅が宣言されました。
2006年にはアフガニスタン・インド・ナイ
ジェリア・パキスタンの4カ国となり、2014年
にインドで3年間ポリオウィルスの新規症例が
確認されなかった事を受けて、東南アジア地
域のポリオ撲滅宣言することとなりました。
そして今、アフガニスタンとパキスタンの2
カ国までとなっています。ロータリーは過去
35年以上根絶活動をおこない、2億1千万ドル
以上の寄附とボランティアの時間を費やして
おります。このロータリーの活動がきっかけ
となり、ビル・ゲイツ、ジャッキー・チェン
などの各界の著名人がこの活動に協力し根絶
活動に力を注いでいます。現在、ポリオ撲滅
までファイナルカウントダウンに入った状況
といえるでしょう。
皆さんは如何でしょう？ロータリーがポリ
オ撲滅するための活動にこれだけの規模と資
金提供をしていることをしっかりと理解され
ていましたか？お恥ずかしい話ですが、確か
に世界的な活動をしているとは思いました
が、まさかここまでとは思っておりませんで

それから那須町町長平山幸宏様が本日のお
客様として後ほどお見えになります。皆さん、
拍手でお迎えください。

会長挨拶 稲垣政一副会長（代読）

私事で申し訳ありません。50年以上弊社に
勤務していただいた金庫番の元社員が亡くな
り、本日が告別式となったため告別式への参
列を優先させて頂きます。勝手ではあります
がお許し下さい。
お客様のお二人には大変申し訳ないと思い
ますが、ご理解を賜りたく存じます。
会長挨拶を稲垣会長エレクトに代読をお願い
してあります。例会に間に合えば途中からで
も参加致します。
ご容赦のほど、よろしくお願いいたします。
Hayden君ようこそ黒磯クラブへ。これからの
黒磯での生活を楽しんで下さい。色々な経験
を積んで素晴らしい留学生活になることを期
待しています。まずは日本語の勉強を兼ねて
日本語のご挨拶頑張って下さい。
平山幸宏町長 黒磯クラブ例会に足を運ん
で頂き誠にありがとうございます。後ほど卓
話の時間にお話をよろしくお願いいたしま
す。
先月8月10日にZoomによるガバナー公式訪問
がございました。その中でポリオに関するお
話がありました。ガバナー・ガバナー補佐と
年度方針等の打ち合わせの中で、ポリオデー
について黒磯クラブの皆さんに更なる認識を
持つ事を佐貫ガナバーは希望されておりまし
た。私自身がポリオについての知識がありま
せんでしたので、自分への戒めを含めポリオ
についてお話したいと思います。

皆さんこんにちは！
私は、へイデン・ミシェルです。
私は、アメリカの留学生です。オハヨウ州
出身です。18歳です。私はスキーとテニスが
好きです。トンコツラーメンが大好きです。
黒磯高校にゆきます。宜しくお願いします。

一年交換学生 ヘイデン君の挨拶

ハイデン・ロバート・ミシェル君
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した。ポリオに対する理解が非常に浅かった
と思います。世界規模の活動となると、どう
しても寄附をしていればいいという感覚にな
ります。心のどこかに寄附をすることで満足
していた自分がいます。しかしこの寄附がポ
リオ撲滅に役立っている事に間違いはありま
せん。クラブメンバーの私がこの程度ですか
ら、この様な活動をなんとか地元の皆さんに
知って頂き、ロータリークラブの活動の認知
度を上げることに役立てられたらと思いま
す。
10月24日を「世界ポリオデー」と称し、世
界中のロータリークラブが様々な募金活動を
大々的に行なう予定になっております。佐貫
ガバナーはこの活動を有効に利用してロータ
リークラブの素晴らしさを一般の方にお知ら
せすべきであると説いています。
何もポリオだけではありません。我々のクラ
ブは、活動地域を黒磯地区から那須地区まで
拡大しています。今年度は特に那須地区の皆
さんに「ロータリーとはなんぞや」をご理解
いただける様にアピールしたいと思います。
やはりメンバー一人一人が、ロータリークラ
ブが世界的規模でも黒磯クラブの中でもしっ
かりと活動している事を、過度にならないア
ピールをしていく必要があると思います。
ご協力よろしくお願いいたします。
本日は佐藤幸宏那須町町長に卓話をお願い
しております。那須町地域に我々に出来る事
が見つかる事を期待致します。
最後に過去10週間の感染者推移をグラフに
して掲載致しますので、会報をご覧になって
下さい。傾向として、なだらかではあります
が、減少傾向で推移しております。油断は大
敵です。感染予防だけは、しっかり続けてい
きましょう。

幹事報告 大島三千三幹事
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• 本日、例会終了後 理事役員会を開催いた
します。

• 地区よりガバナー月信が届きました。会員
皆様にメール転送いたしました。

委員会報告 稲垣政一副会長（代行）

〇 親睦委員会 石山桂子委員長

親睦委員会より観月会の案内をさせていた
だきます。
日時は10月5日（水）18時30分点鐘、会場は
割烹石山で、尺八と琵琶の演奏をお願いして
あります。お料理は特別企画として「寿司
春」さんと共同で提供いたしますので奮って
ご参加ください。

ニコニコボックス 渡辺裕雄委員

p 永山三芳 誕生祝いありがとうございます。
p 稲垣政一 平山幸宏那須町町長を歓迎し

て
p 大島三千三 平山那須町町長本日はありが

とうございます。
p 鈴木隆子 へイデン君、始めての例会です

ね。一年間楽しく有意義に過ご
しましょう。よろしくお願いします。

p 渡辺裕雄 誕生祝いありがとうございます。
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平山幸宏町長様、本日はお忙しいなか当ク
ラブへ足を運んでいただきまことに有難うご
ざいます。
平山幸宏町長様のプロフィールは先にお配
りした資料をご覧ください。
当クラブは2022-23年度に所属地域に那須町
を加えさせて頂きました。町長の方針である
（誰もが住んで良かったと思えるまちづくり
に全力で向かい合い、夢ある未来へとつなげ
ていきたい）を微力ではありますが協力でき
ればと思っております。
では平山幸宏町長様、講話宜しくお願いし
ます。

今日53才になりました。
p 髙木慶一 平山幸宏那須町町長を歓迎し

て
p 佐藤博 （コメントなし）

卓話者紹介 稲垣政一副会長

本日の卓話 平山幸宏那須町町長

創立６０周年を迎えられた黒磯ロータリー
クラブの皆様におかれましては、奉仕の精神
のもと、国際社会や地域社会への奉仕活動な
ど、日頃から幅広い活動を展開されており、
その熱意とご尽力に深く敬意と感謝を申し上
げます。
我々行政も奉仕の精神が必要だと考えてお
ります。地元の目線に立って、誰もが住みた

くなるまち、誰もが住んで良かったと思える
まちづくりに全力で向き合い、夢ある未来の
実現を目指しております。
今年3月には、無投票で2期目を任せていた
だきました。初心を忘れることなく取り組ん
でいきたいと考えております。
それでは、「これからの町政運営・那須地
域の将来像」についてお話しさせていただき
ます。
まずは、「新型コロナウイルス感染症への
取り組み」です。
新型コロナウイルス感染症の収束には、な
お時間を要する状況にありますので、ワクチ
ン接種の円滑な実施を含め、感染拡大防止対
策を強化し、まずは町民の命を守ることを最
優先に考えております。ワクチン接種した方
は、接種しない方に比べ、重症化し亡くなる
リスクがより低くなります。多くの人に是非
接種をしてほしいと思っております。
そして、生活弱者等への「生活支援」、ポス
トコロナを見据えた観光誘客や農産物の消費
拡大支援などの「地域経済対策」を強化し、
町民の暮らしを守り、地域経済の活性化にも
取り組んでまいります。
次に「定住・移住を促し選ばれるまちづく
りへの取り組み」です。
若者層の定住・移住の促進に取り組んでま
いります。まずは、「ワーケーション」や
「サテライトオフィス」といった、新たな働
き方、新しい生活様式の町内への導入を推進
してまいります。都市部に所在する事業所の
サテライトオフィス等の町内誘致に取り組
み、那須町と都市部との二地域居住による関
係人口の増加を図り、那須地域を愛し、興味
を持っていただき、将来の移住・定住に繋げ
てまいりたいと考えております。さらに、進
学や就職などで都会へ移り住んだ世帯の子ど
もたちを、自分（親）の生まれ育ったふるさ
と、祖父母のいる那須に戻ってくる仕組み
「孫留学」といった施策を展開していきたい
と考えております。
また、那須を広く知っていただくには、企
業の力、皆様の力が必要です。わたしは、令
和3年から全国二地域居住等促進協議会の副会
長を仰せつかっております。「世界に通用す
る観光地」を目指してPRしていきたい。大阪
から福島空港まで約1時間、福島空港から那須
まで約1時間、計約2時間で大阪から那須に来
ることができます。福島空港の利用を促進
し、関東の入口には那須から入っていただき
たいと思っております。
最後に、黒磯ロータリークラブの皆様にお
かれましては、新型コロナウイルスの影響に
より、活動が制限されることもあるかと思い
ますが、今後も、地域社会に貢献されますこ
とをご期待申し上げますとともに、那須地域
の発展のため、これからも皆様のお力をお貸
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次回例会 令和4年9月14日 担当 スマイルボックス委員会

近隣クラブ例会日 近隣クラブ例会日

〇火曜日 西那須野/いとう屋 0287-36-0028 ○木曜日 大田原/ホテル花月 0287-54-1105

○木曜日 大田原中央/勝田屋記念会館 0287-23-4165 ○金曜日 黒羽/ホテル花月 0287-54-1105

9月7日欠席者（敬称略）
荒井昌一 泉道夫 戸野俊介 吉光寺政雄
植竹一裕 藤﨑善隆 髙木 茂

前回8月31日分メークアップ(敬称略)
平山 博

会報委員会：秋間忍・村山茂・和気勝利・瀧田雅仁

SAA担当 鈴木隆子副SAA

出席委員会報告 鈴木久雄副委員長

しいただければと思っております。
それでは、黒磯ロータリークラブ様の益々
の発展を祈念しまして卓話を終了させていた
だきます。本日はありがとうございました。

〇 第５回理事役員会 議事録

① 10月のプログラムについて
＊ 10月5日 観月会 個人負担 4,000円
アトラクション 尺八 石田雄士・琵琶
石田さえ茂木町在住 事業計画・予算（総
額512,800）案。 承認
＊ 10月19日 外来卓話 講師選定 現在
未定 鳥居社会奉仕委員長に一任。承認
＊ 10月26日 外来卓話 地区米山記念奨
学会 資金推進委員 渡邊将宏（西那須野
RC）随行員 地区ロータリー米山記念奨学
会 委員長 田島良久（馬頭小川RC）

② １年交換留学生に2550地区第１グループメ
ンバーより支援金お願いの件
＊ 2550地区 第１グループ会員より1名
2,000円支援金のお願い申し入れ。 承認

③ オンライン通信（Zoom）の機材購入の件
＊ カメラ・マイク・スタンドを購入す
る。 承認

④ マスク90,000枚・当クラブに寄付希望があ
る。当クラブより何処に寄贈するか。
＊ （株）三和さんより当クラブに90,000
枚のマスク提供を頂きました。頂いたマス
クを何処に公平に分配寄贈するか検討す
る。 承認


