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「外に発信 内に達成感 さあ行動しよう！」
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＜点 鐘＞
会長 大保木 正博
＜ロータリーソング＞ それでこそロータリー

究しそれを皆に還元する従来からの形態はややもすれば
軽んじられる傾向がありました。
そうした中、氏が所属されている石川県土地家屋調査士会
小松支部では、以前と何ら変わることなく、氏をはじめと
＜本日のゲスト＞
する年長者が新会員や経験の浅い会員に手厚く業務指導
国際ロータリー第 2630 地区
を行い、支部全体で誰も間違いを起こさない様努めてみえ
ポリオ・プラス小委員会委員長
ます。「国民の財産権に直接関与する仕事をしているのだ
杉山 克 様（津北 RC） から当然だ」と氏は喝破されます。
このため支部会員からの信頼は厚く、大変まとまりの良い、
強い信頼関係が根付いた、ほかには例を見ないほどの素晴
＜会長の時間＞
会長 大保木 正博
らしい支部となっています。
勿論そうした中でも、皆が切磋琢磨して知識と技術の面で
本日の例会は母子の健康について考えるということで、地
競争しながら業務に励んでいます。
区ロータリー財団部門ポリオ･プラス小委員会委員長であ
私は氏と小松支部の底抜けに明るく信頼感溢れる若手の
られます杉山克様に卓話をお願いしてあります。後ほどよ
土地家屋調査士達と歓談しながら、ロータリーの｢職業奉
ろしくお願いいたします。
仕四つの反省｣を思い出しました。
今月のガバナー月信で剱田ガバナーエレクトがお話して
ロータリーの｢職業奉仕四つの反省｣の 3 番目に競争者に対
みえますが、その中でポリオ撲滅運動が東京麹町ＲＣの会
員であられます山田さんの熱意から始まったものであり、 しては次のようにあります。
○公正な態度で接しているか、
撲滅まであとわずかとなった今、ポリオ撲滅に向け日本の
○あなたは行動をもって誠実を感銘させているか、
ロータリアンの力を結集しなければならないとしてみえ
○彼らと共に事業水準の高揚につとめているか
ます。ポリオ撲滅運動は遠い外国のことのように感じてし
正に氏が小松支部で実践されていることはこのことであ
まいますが、ポリオが絶滅した国に暮らせることを感謝す
り、その実践によって業界内に素晴らしい結果が生まれて
るとともに、ポリオ撲滅にかけた東京麹町ＲＣの山田さん
いるのです。
の熱意に思いを馳せ、力を結集してまいりましょう。
この結果は彼らの職業を通じて社会に還元され、大いなる
私の職業は土地家屋調査士ですが、法務局への登記や土地
境界の調査、協会紛争の解決等に関する仕事をしています。 奉仕となっています。
先週金沢市内で同業種の方の黄綬褒章受賞祝賀会があり、 ロータリーの理念の正しさとすばらしさを実感した日で
した。
出席してきました。その方は小松市内に事務所を構えてお
られ、どこへ行くにもゴム草履を履いて行かれることで、 ちなみに小松支部から氏に送られた受賞お祝いの品は「金
色のゴム草履」でした。
私たちの業界の中ではかなり有名な方です。冬にはこれに
ちゃんちゃんこが加わります。
中部六県の研究会や総会はもとより、全国の総会や、私た
＜幹事報告＞
幹事 坂之上 健一
ちにとっては聖地とも言える霞が関の赤レンガの法務省
に行くときも一貫してゴム草履を履いて出かけられます。 ◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
そんな氏のＴＰＯお構いなしの無頓着さを私たちは心の
◎国際ロータリー第
2630 地区ガバナー事務所より
どこかで軽蔑していました。
・次期会員増強研修セミナー開催のお知らせ
そんな氏ですが、訥々とした口調とは対照的に職業に対す
日 時：5 月 7 日(土)11：00～
る情熱は際限なく熱く、70 歳となられた今も尚現状に甘ん
会 場：岐阜グランドホテル
じることなく、登記とは、境界理論とは如何にあるべきか
登録料：7,000 円
を深く探求され、日々反省と前進を率先して実践してみえ
出席義務者：現・次期 会長/幹事/会員増強委員長
ます。
・教師部会開催のご案内
規制改革以降、私たち強制入会制度をとる資格業界におい
日 時：5 月 15 日(日)14：00～16：00
ても競争原理が求められる風潮があり、互いに協調して研
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会 場：じゅうろくプラザ
登録料：1,000 円
出席者：次期会長/次期インターアクト委員長
・4 月ロータリーレート
1＄=116 円
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナーエレクト事務所よ
り
・2016 年地区研修協議会パネラーのお願い
○国際ロータリー第 2630 地区濃飛グループガバナー補佐
より
・ガバナー補佐最終訪問について
６月 13 日（月）12：30～
○高山西ロータリークラブより
・創立 50 周年記念誌
＜高山市都市提携委員会より＞
・高山市都市提携委員会会議のご案内
日時：4 月 26 日（火）13：3０～
会場：高山市役所 3 階

＜入会セレモニー＞

＜新会員＞

氏 名 海老原 玲子
職 業 (有)いわき 代表取締役
職業分類 菓子製造業

＜今日のプログラム＞
社会奉仕委員会 都竹

委員長

＜講話＞
国際ロータリー第 2630 地区
ポリオ・プラス小委員会委員長
杉山 克 様（津北 RC）
ロータリーのプログラムの
中で、第一の優先事項はポ
リオ撲滅です。
30 年間にわたる、このプロ
ジェクトの展開によりポリ
オ発症数はこれまでに 99%
減少し残るは１%という所
まで来ております。
もし念願であるポリオのな
い世界が実現した際には、世界中からロータリーの活動が
広く知れ渡ることでしょう。
当地区におきましても、2008～2009 年の 2 年間にわたり合
計 48 万ドルを、また一昨年より 10 万ドルを DDF より寄付
するなど対応してきましたが、ポリオに対するロータリア
ンの個々の意識はまだまだ薄いと言わざるを得ません。
ポリオ・プラス小委員会の今後の対応につきましては、各
ロータリアンにより一層の関心を持って頂ける方法と、ポ
リオ撲滅に対するロータリーの活動を広く地域の一般の
人々に周知して頂く努力が必要かと考えます。
(イ)各ロータリアンに対しては
１.ポリオのない世界が認定されるまで、会員に最新の情
報を提供し息の長い活動への関心を維持させる。
２.クラブ例会にてポリオ撲滅を主題とするプログラムを
行う。
３.指定寄付（ポリオ・プラス基金）をお願いする。
４.ロータリーカードを持ってもらう。
(ロ)地域に対する広報活動
ロータリークラブが行う各種イベント会場においてポリ
オ撲滅のパネル、ポスターなどを展示したり、募金箱を設
置して地域の人たちの関心を呼ぶ努力をする。
ポリオ撲滅まであと一歩の所です。いっぽう最近世界各地
で発生しています紛争がポリオ撲滅活動に不安な状況を
与えており、厳しい局面ではありますが、2018 年にポリオ
撲滅が可能な段階にまで来ています。
ロータリアンのより一層のご支援を願っています。

＜ニコニコＢＯＸ＞
本日「ポリオ撲滅への取組み」の卓話をさせて頂きます。
国際ロータリー第２６３０地区ポリオ・プラス小委員会
委員長 杉山 克 様（津北ＲＣ）

海老沢 玲子さんのご入会を歓迎致します。楽しみながら
一緒に活動して行きましょう。
今井 俊治 岡﨑 壮男 山本 辰男

本日講師の地区ロータリー財団部門ポリオ・プラス小委員
会委員長の杉山克様には、卓話をよろしくお願い致します。
理事役員一同

新会員の海老沢さん、気楽な気持ちで出席して下さい。少
し暖かくなって来ましたが花粉症の方はつらい日が続く
日々ですので身体には充分気を付けて下さい。
松之木映一

ポリオ・プラス小委員会委員長 杉山克様のご来訪を歓迎
致します。卓話よろしくお願いします。
伊藤 正隆
講師の杉山様におかれましては、遠い所またお忙しい中お
越し頂きありがとうございます。本日はよろしくお願いし
ます。
都竹 太志
一昨日と昨日とＰＥＴＳに参加しました。剱田ガバナーエ
レクトを始め地区幹事の皆様そしてお手伝い頂いた皆さ
ま 2 日間お疲れ様でした。
下田 徳彦
ポリオ・プラス小委員会杉山委員長のご来訪を心より歓迎
申し上げます。真面目な杉山委員長の卓話を期待しており
ます。
剱田 廣喜

3/15、私も忘れていた妻の誕生日に花束が届きロータリー
クラブのお陰でハッと思い出し面目躍如で事なきを得ま
した。どうもありがとうございました。
高原 清人
本日

早退させて頂きます。 冨士井

忠男

渡辺

甚一

知人が５０歳を過ぎて学び直したいと大学を受験し見事
合格しました。私も負けられません。とは言え、大学を受
ける訳ではありませんが、いくつになっても学ぶ意欲を持
つ事の大切さを教えて頂きましたのでニコニコへ。
高橋 厚生

