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ロータリーソング斉唱     

ロータリーソング           奉仕の理想 

ロータリーの目的・四つのテスト唱和  

宮内たけし会員 

 

 

本日お客様 

第５グループガバナー補佐 島村 健様 

会長挨拶            田邊 聖 会長 

皆さまこんにちは。先週はお盆

期間でお休みになられた方も多

いと思います。私もお墓参りに行

ったり、親戚にお線香をあげに行

ったりとご先祖さまの供養をわたくしなりに行い

ました。15日は 74回目の終戦記念日にあたり、

日本武道館では全国戦没者追悼式行われまし

た。令和になって初めての終戦記念日で今上

天皇陛下がお言葉を述べられました。天皇陛

下のお言葉を聞くと、戦争の悲劇を繰り返して
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はならないと改めて思いました。さて、フィデュ

ーシャルデューティ（FD）という言葉はご存じで

しょうか。日本語では「受託者責任」と一般的に

訳します。端的に言えばお客さま本位の営業を

しなければならないということです。今般金融機

関の不祥事がさまざまなメディアで報じられてい

ます。わたくしも同じ業界に身を置くものとして

関心をもって見ていました。以前からコンプライ

アンス、法令遵守ということが言われています。

これは法令を守りなさいということですが、拡大

解釈すれば法令さえ守っていればいいんだと

いうことになりかねません。FDとは法令遵守はも

ちろんのこと、さらにはお客さまの利益を最大化

しなければならないということだと思います、あた

りまえのことですが、やもすると自己の利益が優

先され結果としお客さまの利益が損なわれるこ

とになってしまいます FD の実践こそが職業奉

仕にもつながるではと思いました。来週はガバ

ナー公式訪問例会です。ガバナーのお考えを

直接お聞きできる機会です。全会員で敬意をも

ってお迎えしたいと思います。皆さまのご協力を

お願いたします。 

 

幹事報告             朝見卓也幹事 

皆さん、こんにちは。 

本日の幹事報告をさせていただき

ます。 

当クラブ内のことが 5点ございます。 

1. 本多邦光君の入会が承認され        

ました事報告いたします。 

2. 来週 28日は、ガバナー公式訪問例会があり

ます。集合時間は 10時 30分となります。 

当日は、ポリオ Tシャツで臨みます。 

3.  9月 3日 鴻巣市商工会青年部チャリティ-

コンペがあります。 

4.  9月 11日 鴻巣ロータリークラブとの合同例

会がときさんで、18時 30分点鐘です。 

  当日の卓話は、国際大会の報告を山口光男

直前ガバナー補佐がおこないます。 

  また、島村ガバナー補佐も出席いたします。 

5.  9月 14日～16日の親睦旅行へのダン・ヒョ

ンジュンの参加にあたっての協賛金をお願

いさせていただきます。 

 

以上本日の幹事報告です。 

 

米山記念奨学生学友証明書授与 

米山記念奨学生          唐 鉉峻さん 

      

 

 

 

 

ガバナー公式訪問準備 

第 5グループ ガバナー補佐   島村 健様 
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クラブ戦略計画委員会 

クラブ管理運営部門      プログラム・出席委員会 
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親睦委員会     公共イメージ・会員増強維持部門 

 坂口正城委員長      宮内たけし委員長 

奉仕プロジェクト部門     職業奉仕委員会 

  山口光男副委員長      石井英男副委員長 

社会奉仕委員会        異業種交流委員会 

大澤二三夫地区役員        宮城 仁委員長 

RAYLA 委員会 ロータリー財団・米山記念奨学部門 

間室照雄委員長           松本安永部門長 

 

委員会報告 

木曜会ゴルフ            加藤 勉会員 

 

 

 

 

 

 

出席報告          井上脩士委員長 

 

 

 

 

 

 

 

スマイル報告         木下純一副 SAA 

 

 

 

 

 

 

 本日 修正 

 8月 21日 8月 7日 7月 31日 

 1299回 1299回 1287回 

 通常例会 移動例会 移動例会 

会 員 数 33 32 33 

出 席 数 20 22 33 

欠 席 数 13 10 0 

例会出席率 60.61% 68.75％ 100％ 

Ｍ Ｕ 数 2 0 0 

合計出席数 22 22 33 

出 席 率 66.67% 68.75％ 100 

お客様スマイル 島村健様・・・ガバナー公式訪問例会、よ

ろしくお願いいたします。 

会員スマイル 宮城仁会員・・・異業種交流は心のつながり、

クラブに大きな輪ができる。 

スマイル 1  G補佐島村健様、ご指導よろしくお願いしま

す。 

津田健三会員・小林忠司会員・小畑正勝会員・加藤 勉会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩

士会員・石井英男会員・柿沼洋一会員・坂口正城会員・田

邊 聖会員・細野潤一会員・木下純一会員・宮内たけし会

員・松村豪一会員・朝見卓也会員・久保 学会員 
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前回までの合計 86,000 円

本 日 の 合 計 20,000 円

次回繰越金合計 106,000 円  

 

今後の活動予定 

 

 

 

編集後記  

ポリオ撲滅活動！ ポリオ根絶活動！ 

「撲滅」と「根絶」とどう違うのでしょう？ 

「撲滅（ぼくめつ）」と「根絶（こんぜつ）」の類義

語には【全滅（ぜんめつ）】【絶滅（ぜつめつ）】

【壊滅（かいめつ）】という言葉もあります。 

「撲滅」は、力を加えて徹底的に絶えさせること。 

 例：害虫を撲滅する、結核撲滅運動 

「根絶」は、二度と起こらないように根本から徹

底的に絶やすこと。 

 例：疫病を根絶する、天然痘を地上から根絶

する 

 

例文を見ても、「根絶」と「撲滅」はよく似ていま

す。 

どちらも『害を及ぼす物事を徹底的に絶やす』と

いう意味が強く含まれているように思います。 

どちらも同じ意味ですが、こんな記事を見つけ

ました。 

「WHOが設立して間もない1950年代、２つの感

染症根絶計画；マラリア根絶計画と天然痘根絶

計画がスタートした。「eradication programme」

は日本語では根絶（または撲滅）計画とする。 

感染症根絶の意味するものは患者発生をゼロ

にするだけでなく、病原体を自然界から無くして

しまう（封じ込めてしまう）作戦で、天然痘では達

成に成功した。成功の要因として、ワクチンとい

う絶対的な対策ツールが開発されていただけで

なく、ヒト以外に感染動物主が存在しないこと、

不顕性感染がなく感染者が容易に検出できる、

などの条件があった。 

これらの条件がそろわないと根絶は不可能であ

るため、現在ではプロジェクト名に根絶は用い

ないことが多い。メジナ虫症対策やポリオ対策

では習慣的に根絶が使われている。」      

               国際保健用語集より。 

言葉に、思いの強さがうかがえます。 （宮内） 

 

 

 

8月 28日

（水） 

第 1301回通常例会 

小林Ｇ公式訪問 

9月 4日

（水） 

第 1302回通常例会 

結婚・誕生祝い 

広報・雑誌 

9月 11日

（水） 

第 1303回移動例会 

鴻巣 RC合同例会 

9月 14日（土）

～16日（月） 

第 1304回移動例会 

親睦委旅行（能代おなごりフェ

スティバル） 

9月 18日

（水） 
振替休会 

9月 25日

（水） 

第 1305回通常例会 

外来卓話（地区ポリオ委員会） 

クラブ会報委員会 

委員長  宮内たけし   副委員長 木下純一 

委 員 井上脩士  寺西修身   星野光生 
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