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2017－18年度
国際ﾛｰﾀﾘｰ会長
ｲｱﾝ H.S.ﾗｲｽﾞﾘｰ
ｻﾝﾄﾞﾘﾝｶﾞﾑＲＣ 豪州

会長 萬来 謙一 ・ 会長エレクト 山本 和男 ・ 副会長 門倉 光正 ・ 幹事 平野 雅敏

第2489回 2017年11月15日例会報告

【出席報告】

SAA 西村 頼子

【会長挨拶】

会長 萬来 謙一
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ソ ン グ

会長

みなさん、こんにちは。
日に日に寒くなって来ましたが、先日病院へ
行ったときに受付でインフルエンザの予防接種
を申し込んでいる人がいました。風邪やインフ
ルエンザの季節になったんだなと感じました。
たまたまインフルエンザの記事があったので少
しお話ししたいと思います。
イ ン フ ル エ ン ザ 流 行 情 報 （ 期 間 10/30 ～
11/5）でインフルエンザの全国情報総数は2407
人（前年同時期は2903人）で都道府県別では1
位福岡255人、2位東京233人、3位沖縄230人、4
位埼玉170人、5位千葉145人です。学校での閉
鎖状況は学年閉鎖が6件、学級閉鎖が41件あっ
たそうです。
また、2017年夏のインフルエンザの情報も

萬来 謙一

奉仕の理想
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ありまして、香港では5/5～8/3の間にインフ 【幹事報告】
幹事 平野 雅敏
ルエンザの報告が458件あり、少なくとも315
人が死亡した報告があったそうです。沖縄で
は7/5患者情報数が注意報発令基準の10人を越
え那覇市内保健所は5年ぶりに夏場の「注意情
報発令」を出したそうです。島根では8/4隠岐
の島の病院で入院患者と医師合わせて46人が
インフルエンザＡ型に感染したそうです。夏
ころから流行しているインフルエンザＡ型は
感染力が強く人から人へ感染していき、症状
のない潜伏期間にも知らず知らず人にうつし
てしまう非常に感染力が強いものだそうです。
◎地区大会記念ゴルフ追加募集のご案内
感染には咳やくしゃみをすることで空気中に
日時：2017年12月4日(月）
ウイルスの入った飛沫が漂いそれを吸い込む
募集人数20名 定員になり次第締切
ことで感染する飛沫感染。インフルエンザの
人が咳や鼻水などのついた手でドアノブや電
◎千葉北RC20周年記念式典のお知らせ
気スイッチなどに触れた場所などに触れてウ
日時：2018年1月24日(水）17時30分点鐘
イルスが口など粘膜から体内に侵入する接触
場所：ホテルポートプラザ千葉
感染などがあります。
予防手段としては、ワクチンで発症・重症
◎受贈週報 ・成田ｺｽﾓﾎﾟﾘﾀﾝRC
化を予防することに加え普段から手洗い、う
がい、咳エチケットを心がけることやマスク
の着用、手すり・ドアノブ・エレベーターの
ボタンなど公共のものを触った手で口や鼻を
いじらないよう子供を含めて心がけることが 【委嘱状】
必要であると医師からの話でした。今年も残
すところあと一ヶ月半でこれから皆さん忙し
2017－18年度、
くなると思いますが、体に気をつけて乗り
第2790地区の米山記念奨学生選考の面接官と
切って頂きたいと思います。
して生形会員に委嘱状が渡されました。
また、18日の情報研修会、19日の産業まつ
りと行事が続きますが皆様にご協力をお願い
いたします。

八街RC12月例会スケジュール
12月 6日(水）

理事会 ・ 諸岡G補佐来訪

12月13日(水）

振替休会（産業まつり）

12月20日(水）

クリスマス例会(会議所 17時出発）

12月27日(水）

休

1月10日(水）

会

理事会 ・ 新年例会
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【委員会報告】

指名委員長 山本 和男

本日はクラブ細則第３条第１節３項により、
指名委員会で選考された理事及び役員の
候補者を発表致します。
役員候補者
会 長
会長エレクト
幹 事

山本会員
門倉会員
門倉会員

副会長（管理運営委員長）増田会員
会 計
白𡈽会員
ＳＡＡ
小澤会員
直前会長
萬来会員
理事候補者
伊藤（嘉）会員（会員増強委員長）
荒木会員 （職業奉仕委員長）
関 会員 （社会奉仕委員長）
大畑会員 （国際奉仕委員長）
笹川会員 （青少年奉仕委員長）
小川会員 （パスト会長）

支援費制度、平成18年からの障害者自立支援
法、平成24年からの障害者総合福祉法が施行
され、さらには障害者虐待防止法、権利条約
の批准をはじめ、障害福祉を取巻く環境は激
動の状況が続いています。
本日は、創業者小澤定明の創業への想いか
ら、現在まで取組んできた事業の一部を年４
回発行している広報誌の最新号と映像により
ご紹介いたします。
障害者が関係する事件や事故は、思い込み
や勘違い、そもそも障害を知らないことに
よって起こっていることが多いと感じていま
す。障害があってもなくても、誰もがその人
らしく暮らし続けられる様な地域づくりに向
け、日々取組んでまいりますので、これから
もご指導ご鞭撻いただければ幸いです。

ロータリー情報研修会
会場：成田ビューホテル

以上１２名を理事及び役員候補者として
提案致します。
１２月第１例会において年次総会を開催
いたしますので、宜しくお願い致します。

点鐘：諸岡 靖彦ガバナー補佐

第2490回 2017年11月18日例会報告

【会員卓話】

小澤 孝延会員

社会福祉法人光明会の小澤孝延です。本日
は卓話の機会を頂戴し感謝申しあげます。
平成11年8月1日に事業を開始し、お陰を持
ちまして今年で18年目を迎えることができま
した。日ごろから障害福祉にご理解とご協力
いただきありがとうございます。
開設から十数年で、措置制度から平成15年の
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通算出席率 86.81%
11/8メークアップ4名・槍木会員、平野会員、
鎌形会員、笹川会員、

RLI委員 原会員

テーブルディスカッションでまとめの発表をした鎌形会員、竹村会員、門倉会員

八街市産業まつり
第2491回 2017年11月19日例会報告
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ブースを設け、チャリティーバザーを行いま
（ 内名誉会員 4名 ・ 出席免除会員 7名 ）
した。大盛況の下、すべて完売しました。
通算出席率 86.8%
売上金は理事会に諮り、全額を各団体に寄
11/15メークアップ5名・高橋会員、槍木会員、
付させていただきます。
福田会員、原会員、門倉会員

広報・公共イメージ向上委員会 ・ 高橋 宏一 ・ 川崎 尭信 ・ 藤原 光
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