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例会場：ホテルプラザ勝川 例会日：金曜日 12:30-13:30 

本日のプログラム 
司会     会場委員会 

・点 鐘      会長    川瀬 治通君 

・ROTARY SONG 「日も風も星も」 

・今月の歌   「夕焼 小焼」 

・ビジター紹介    会長    川瀬 治通君 

ケローナ青年大使     オリビア・ソラーノ様 

      随行者  ダイアン・クローマー様 

         （通訳）     パウエル 祥子様 

瀬戸ロータリークラブ      鈴木 政成君 

    〃           勝谷  哲次君 

    〃           小林  稔君 

    〃           山内 敏也君      

    〃           加藤 克弘君 

    〃             吉田  弘君  

・ミスケローナ・レディ・オブ・ザ・レイク挨拶 

・食事・歓談    

・委員会報告 

・入会式            長曽 篤志君 

・祝福 

・卓話 ５０周年記念式典実行委員長  社本 太郎君 

・幹事報告             幹事   古屋 義夫君 

・点 鐘          会長     川瀬 治通君 

今月の歌 

「夕焼 小焼」 

夕焼小焼で   日が暮れて 

    山のお寺の    鐘がなる 

    お手々つないで  皆かえろ 

    烏と一緒に    帰りましょう 

今月の祝福

会員誕生日

 ９日  長曽 篤志君 

１０日  下田 育雄君 

１７日  足立 治夫君 

３０日  髙木  修君 

２０１８年１０月１９日（金）２３８３回（１０月第２例会） 

結婚記念日

９日  松尾 隆徳君 

１６日  友松 英樹君 

１８日  伊藤 正之君 

１８日  社本  太郎君 

１９日  岡田 義邦君 

夫人誕生日

６日  清水 勲君・政子さん 

１６日  梅村 守君・亜希子さん  

２３日  日比 雄将君・有美さん 

３０日  加藤 宗生君・典子さん 

       先週の記録  

会長挨拶        会長 川瀬 治通君 

「END POLIO」 

10月 24日は世界ポリオデーです。 

ポリオは小児麻痺とも呼ばれ、ポリオウイルス

によって発症する病気です。5 歳以下の子供がか

かることが多く、患者の便を介して移り、手足の

筋肉や呼吸する筋肉に麻痺をおこします。有効な

治療法はなく、生涯にわたる後遺症を残します。

小児麻痺を発症した場合、5％の子供が呼吸不全で

亡くなります。 

我が国では昭和 35 年にポリオの大流行があり、

6,500 人の患者が報告されました。この頃、生ワ

クチンが承認されていなかったため、翌年、生ワ

クチンを緊急輸入し1,300万人の子供に一斉投与

しました。それにより患者数は激減し、3 年後に

は100人を下回りました。昭和39年には国産ポリ

オ生ワクチンによる定期接種が開始され、ポリオ

患者は昭和55年を最後に発生していません。ポリ

オはワクチン接種により十分な抗体を獲得するこ

とができるので、ワクチン接種によってポリウイ 



ルスの感染を予防する事が重要です。 

ロータリーはポリオ撲滅に長年取り組んでき

ました。 

1979年 世界の50万人の患者のうち45％がフ

ィリピンで発症していました。ロータリーは 5年

間で 600万人の子供にポリオワクチンを接種しま

した。 

1985 年 ロータリーは「ポリオプラス」を始

めました。「ポリオプラス」の「プラス」は、ポリ

オだけではなく麻疹、百日咳、ジフテリアなどの

予防接種も推進する計画だったからです。 

1988 年 国際ロータリーと WHO が「世界ポリ

オ撲滅推進活動」を立ち上げました。当時の常在

国は125カ国で推定35万人以上の患者がいました。 

2012 年 ポリオ常在国はアフガニスタン、パ

キスタン、ナイジェリアの 3カ国のみになり、昨

年の患者数はアフガニスタン 14人、パキスタン 8

人の世界でたった 22人だけでした。 

しかし、一旦ポリオフリーを達成した地域にお

いても、ワクチン接種率が低下すると再流行が発

生します。2013 年にはナイジェリアに由来する大

規模な流行がソマリアでありました。また、パキ

スタンに由来する流行がシリアで流行しました。

患者数を 0にしない限りポリオを撲滅したことに

はなりません。 

ロータリーは WHOやユニセフ、ゲイツ財団とパ

ートナーを組み、各国政府と協力しポリオ撲滅に

取り組んでいますが、その中心はロータリーです。

ロータリーは予防接種やポリオ撲滅活動のために

たくさんのボランティアを動員し、全世界でポリ

オの発症数を40年間で99.95パーセント減らすこ

とに成功しました。この功績は、一人ひとりのロ

ータリアンが誇りにできるものです。 

しかし、「あと少し」ですが、今でもポリオが

常在する 3か国は紛争地域で、ワクチン接種をす

ることがとても難しいのが実情です。単にお金や

医療の問題だけではありません。 

2014 年、パキスタンで予防接種をしていたス

タッフ 4人がイスラム武装勢力に殺害されました。

それは、2011 年、アルカイダの指導者ウサマ・ビ

ンラディンがアメリカ軍に殺害されましたが、そ

の際アメリカ軍は予防接種だと偽って居場所の極

秘調査をしていたからだと言われています。 

またナイジェリアでは、宗教的理由から接種を

ボイコットしたり、イスラム過激派組織ボコハラ

ムの活動により治安が悪化したりしたために接種

が困難になりました。 

このように、ポリオを根絶するためには停戦交

渉や宗教指導者との対話など、医療という枠組み

を超えた政治、外交、社会的働きかけが必要とな

ります。 

過去に撲滅された疫病は天然痘のみで、ポリオ

を撲滅するのはたやすいことではありません。し

かし、「あと少し」でポリオを撲滅できるところま

できています。撲滅を完全に成し遂げるには “一

人一人にできること”を実行することが大切です。

皆さんの行動がポリオ撲滅活動をさらに前進させ

「ポリオのない世界」が手に入ります。 

END POLIO NOW！ 

幹事所感         幹事  古屋 義夫君 

“どうせやらせて頂くのであればやれる事は徹底的

にやろう…”なにも取柄のない幹事ですがこの愛す

べき春日井ロータリークラブが更に楽しくて意義の

ある団体になるように… 

創立 50周年を迎える春日井ロータリークラブの歴

史と伝統を大切にしながらも更なる飛躍を目指して

改革すべき事はこれからも真摯に見直しをして参り

ますのでどうぞご協力宜しくお願い致します！ 

◎例会変更のお知らせ

◎例会休会のおしらせ

愛知長久手ＲＣ  １０月３０日（火）  休会 

岩倉ＲＣ     １０月３０日（火）  休会 

瀬戸ＲＣ     １０月３１日（水）  休会 

出席報告 委員長 小柳出 和文君 

会員 53 名 欠席 21 名 出席率 60.3% 

先々週の修正出席    －    － 

ニコボックス報告    委員長 藤川 誠二君 

〇友松さん，内藤さんの新会員卓話を楽しみにし

ています。          川瀬 治通君 

〇社本さんの友情に感謝。

加藤  茂君 

名 古 屋 名 東 10 月 30 日（火）→10 月 2７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園 

名 古 屋 城 北 10 月 30 日（火）→10 月 2７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園 

西 尾 10 月 30 日（火）→10 月 2７日（土）

Ｒ  Ｃ ＷＦＦの為 久屋大通公園 

名古屋丸の内 11 月 1 日（木）→10 月 31 日（水）１２：３０～

Ｒ  Ｃ ガバナー公式訪問の為 名鉄ニューグランド

江 南 1１月１日（木）→10 月 31 日（水）

Ｒ  Ｃ 社会奉仕事業の為 古知野中学校

岡 崎 南 1１月３日（土）17：30～

Ｒ  Ｃ 周年記念例会の為 岡崎ニューグランド



〇ロータリーデーチラシ出来上がりました。 

               青山 博徳君            

〇卓話させていただきます。                     

友松 英樹君 

〇卓話がんばります。                        

内藤 修久君 

〇お二人の自己紹介を楽しんで聞かさせて頂きま

す。              山田  治君 

〇卓話楽しみにしております。 

 古屋 義夫君 足立 治夫君  稲垣 勝彦君  

岡本 博貴君 大橋 省吾君  大原 泰昭君  

小柳出和文君 北  健司君  貴田 永克君  

近藤 太門君 芝田 貴之君  清水  勲君  

社本 太郎君 宅間 秀順君  杤本 正樹君 

 成瀬 浩康君 西尾 隆吏君  野田  勇君  

野浪 正毅君 速水 敬志君  屋嘉比良夫君  

和田 了司君 

〇いつもありがとうございます。１０月１日に事

務所を引っ越しました。（勝川プラザから）すぐそ

この勝川商店街の入口になります。また，本日は，

弁護士会の人権大会という全国大会で青森におり

ます。今後ともよろしくお願いします。                         

                藤川 誠二君 

第４回理事会議事録 

第 1号議案：開始貸借対照表並びに 9月度収支承

認の件 

可決承認されました。 

第 2号議案：姉妹都市市民の会への寄付の件 

      1 口（3万円）の寄付とすることに決

しました。 

第 3号議案：観劇家族会の件 

      12月 1日(土曜)12時 30 分～シルク

ドソレイユ参加費用に関してメン

バーの負担を減らすようにとの意

見があり親睦委員長と幹事にて再

検討することといたしました。 

第 4号議案：岡田義邦くんの再入会の件 

全員一致を持って可決承認されました 

第 5号議案:長曽篤志くん入会の件 

     全員一致を持って可決承認されました 

第 6号議案:例会の時の食事開始時間について 

       10 月 19 日の例会より、12時 15分

より食事開始可能と 

       決し、メンバーに余裕ある例会を試

行することとなりました. 

 第 7号議案:北海道胆振東方地震義援金について

        あくまでも任意の義援金ですが会 

員全員に協力の依頼をし各人のロ

ータリー口座より振替える方法と

会員によっては春日井ロータリー

クラブの口座に各人でお振込みを

お願いする方法という 2つの選択

肢を設けました。 

 第 8号議案：警察署員表彰の件 

       31年 1月 25 日 例年通り 3名の

表彰と決しました 

第 9号議案：メークアップとして有効なプロジ

ェクトの定義について 

例会のメークアップをロータリー

事務局で代行することは認 

められないことを決定いたしま 

した。 

卓話             友松 英樹君 

自己紹介 

本日、卓話をさせていただきます友松英樹です。 

鳥居松町で司法書士、行政書士をやっております。 

鳥居松小学校、柏原中学校、旭丘高校、南山大学、

同大学院修士課程を修了、春日井市内の司法書士

事務所で修行し、平成１３年に独立、今に至りま

す。現在、愛知県司法書士会春日井支部副支部長

を務めています。 

皆様の前に立たせていただいて話をさせていた

だくということですが、皆様に披露するような洒

落た話題などないので、与えられた１０分間を持

たせないとということで頑張って考えてきました。 

ロータリークラブに入会させていただいて最初

の卓話ですので、やはり奉仕に関する話題をする

べきと考えまして、経験豊富な諸先輩方よりも私

の方が多く関わってる話題をと考えまして、２つ

の話をさせていただこうと思います。 

１つ目は献血です。私、二十歳の頃から献血を

続けておりまして、献血カードで確認しますと、

今までに８７回献血をしたことになるようです。 

きっかけは、当時献血をすると５００円の図書券

が貰えて、献血ルームではジュース飲み放題、お

菓子食べ放題だったからとか、採血する看護師さ

んの中に好みの子がいたという邪な考えだったん

ですが、そこから習慣として定着しまして、今で

も献血を続けています。医学の進歩で ips細胞等

から人工血液製造が可能になり、献血は不要だよ

と言われるまでは続けていこうと思っています。 

２つ目はボーイスカウト活動です。 

ボーイスカウトにつきましては、現在、春日井第

８団という春日井市内の、主に鳥居松・柏原・勝

川・小野学区の児童・生徒を対象とする団体に所

属しています。自分自身小学校２年生から高校卒

業まではスカウトとして所属し、独立開業した平

成１３年以降から現在に至るまでは団委員、指導

者という立場で関わっていますので、３０年近く

関与させていただいています。春日井ロータリー

クラブは、春日井市内のガールスカウト三個団の

スポンサーをしていますし、川瀬会長もかつて携

わっておられたということなので、皆様ボーイス

カウトについてご存じなのかもしれませんが、あ



らためてボーイスカウトについて説明させていた

だきます。 

ボーイスカウトと聞くとイメージするのはキャン

プやハイキング、そして街頭募金などとよく言わ

れます。もちろん、野外活動を行いますので、自

然とアウトドアスキルは付いてきますが、それを

磨くのが目的でなく、本質は、野外の活動で、子

どもたちの自発性を大切に、グループでの活動を

通じて、それぞれの自主性、協調性、社会性、た

くましさやリーダーシップなどを育もうという目

的で行われるのがボーイスカウト活動です。 

1907 年にイギリスではじまったこの青少年教育

活動は、ロータリークラブと同じように全世界で

普及しており、今では世界では 169の国と地域、

約 4000 万人、日本全国には団と言われる活動母体

が約2,000あり、約10万5千人が活動しています。

NASAの宇宙飛行士に選ばれた人の約3分の2がボ

ーイスカウト、ガールスカウト活動の経験者だそ

うです。アポロ計画に参加した宇宙飛行士では、

24人中 20人。月面に降り立ったクルーにいたっ

ては、なんと 12人中 11人が元ボーイスカウトだ

そうです。「人間にとっては小さな一歩だが、人類

にとっては偉大な一歩だ」の名言でおなじみの故

ニール・アームストロング船長はボーイスカウト

の最高ランク「イーグル・スカウト」で、日本人

宇宙飛行士の野口聡一さんもボーイスカウト経験

者だった、というか進行形でして、現在も茅ヶ崎

第 2団で指導者をつとめられています。 

宇宙飛行士とボーイスカウトにどんな関係がある

のかについて、NASAは、「スカウト活動を通して

学ぶリーダーシップやチームワーク、ライフスキ

ルなどが、意欲的で優秀な大人を形成する助けに

なる」のではと分析しています。 

宇宙飛行士だけに限らず、スカウト出身には成功

者が多くいます。ビル・ゲイツやマイケル・ジョ

ーダン、スティーヴン・スピルバーグ、ジョン・F・

ケネディなどもボーイスカウトでした。 

日本人ですと、サッカー元日本代表監督岡田武史

さん、元早稲田大学総長の奥島孝康さん、ラグビ

ーヤマハ発動機ジュビロ監督の清宮克幸さん、外

務大臣の河野太郎さん、ジャニーズのアイドルグ

ループ「嵐」の桜井翔さんらがボーイスカウト経

験者です。私の所属しているボーイスカウト春日

井第８団出身ですと、キングオブコント 2009 優勝

のコントグループ「東京０３」が豊本明長さんが

います。高校、大学までボーイスカウトを一生懸

命やっていた子はしっかりした子が多いですから、

そういう子を皆様の会社で採用してもらうと立派

な社員になるんじゃないかなと思いますので宜し

くお願い致します。 

卓話             内藤 修久君 

 自己紹介 

皆さま、こんにちは。中部電力 電力ネットワ

ークカンパニー 名古屋支社春日井営業所の内藤

です。まずもって、9 月の台風での停電でご不便

をおかけしましてお詫び申し上げます。本日はこ

れまでの経歴など自己紹介を中心にお話しをさせ

ていただきます。 

私の出身は愛知県の足助町です。ご承知のとお

り、足助は田舎です。当時の人口は 1万人。電車、

映画館はなく、小さなパチンコ屋が 1軒、秋は紅

葉狩りの車で大渋滞。多感な思春期であったので、

「オラこんな村いやだ～」という気持ちをずっと

持っていました。 

 このようなコンプレックスから、大学はオシャ

レな港町「神戸」の大学を選びました。文科系で

すので勉強は脇において、学生時代はカウンター

10 席だけの小さな神戸牛のステーキハウスでバ

イトをしておりました。当時はちょうどバブル時

代の入口の時期で、羽振りのいい男性が同伴の女

性を連れて来店されたり、クリスマスにはカップ

ルがひっきりなしに来店したり、店のマスターに

初めて「スナック」に連れて行ってもらったり。

純朴な足助の田舎青年でしたので、ほんとうにい

い社会勉強となりました。 

中部電力には平成元年に入社し、名古屋支店の

中村営業所料金課に配属され、電気料金の集金の

仕事を担当しました。料金課の仕事は驚きでした。

電気料金を 2か月の支払期限を過ぎて入金いただ

けない場合、電気の供給を停止させていただきま

す。大学時代、電話が止められた友人はいました

が、「電気が止められる」という事例を身近に聞く

ことはありませんでした。 

 しかしながら、当時、営業所では 1日に 10件以

上の電気の供給停止が行われており、現場に供給

停止作業者と一緒に立ち合いに行くこともありま

した。現場に行きますと、小さな子供から「中電

が電気を止めに来た！」と叫ばれるようなことも

あり、胸が痛んだ記憶があります。当時は、電話

局内の操作によって電話の使用停止が可能な NTT

がうらやましかったものです。なお、現在、電気

メーターはこれまでの機械式からスマートメータ

ーへと転換を進めています。このスマートメータ

ーは遠隔操作で電気の供給停止が可能となってお

り、当時の私の願いは実現しつつあります。 

 私のこれまで 30 年の会社生活を振り返ります

と、一つ目の大きな節目は 20代後半に「中部空港

調査会」という団体に出向したことです。中部空

港調査会は、愛知・岐阜・三重県・名古屋市とい

う行政、地元経済界が昭和 60年に設立した団体で、

中部における新たな国際空港＝現在の中部国際空

港計画の調査研究をすることを目的としていまし



た。 

 入社わずか 5年目で出向した私は、電気事業と

縁のない「空港」に関する調査業務であり、さら

に出向者ばかりの団体で誰も懇切に仕事の指導を

してくれるわけでもなく、しかも最も若手という

ことで最初の 3か月は呆然とし、何をしたらいい

のか途方に暮れた記憶があります。 

 ただ、この出向は私を鍛えてくれました。自分

で課題を見つけて仕事を組み立てたり、いろんな

分野の方々とお付き合いをし、仕事の文化が違う

方々と一緒に仕事をする経験は、その後の会社人

生の大きな糧になったと思っています。 

その後、中部電力に戻って環境部という部署に

異動となりました。環境部では ISO14000 シリーズ

への対応や環境報告書の発行などの情報開示の推

進を担当することとなりました。 

 以後、会社生活 30年のうち半分を超える 16年

半を環境部門で過ごし、主に地球温暖化問題への

対応検討や環境コミュニケーション活動を担当し

てきました。企業が対応すべき環境問題にどう対

応していくのか、社外の方々と協働した活動をど

う展開していくのか、中部電力の環境への取り組

みについて社内外にどう発信していくのかなど、

環境部の仕事は実に楽しい仕事でした。 

そしてこの 7月、春日井営業所に異動となりま

した。営業所勤務は入社時から 27年ぶりとなりま

す。営業所は地域の電気の安定供給を担う第一線

事業場です。9月 4日に襲来した台風 21号は、中

部地区に甚大な被害をもたらし、中部電力管内で

延べ約 85万戸が停電しました。ここ春日井営業所

管内でも約 1万 4千戸が停電し、皆さまには大変

なご不便をおかけしました。 

 当日は営業所をあげて災害体制を敷き、復旧作

業を協力会社などの協力を得て進めましたが、看

板などの飛来物や倒木などによって多くの箇所で

故障が発生しました。倒木で道路が通行できない

障害などによって完全復旧には長い時間がかかっ

てしまいました。さらに、9 月 30 日には台風 24

号が襲来し、中部電力管内では静岡県と三河地方

を中心に約 119 万戸の停電が発生しました。現在

も他の電力会社の応援も得ながら復旧作業に努め

ておりますが、平成に入って最大規模の停電被害

となりました。 

 また、9 月 6 日に発生した北海道胆振東部地震

では、電力の需給バランスが崩れて北海道全体が

停電するという前代未聞の事態が発生しました。

全域停電という事態が引き起こす社会的な混乱を

目の当たりにし、電気事業に携わる者として大き

なショックを受けました。 

 今年は全国で大規模災害が多く発生し、停電な

どで多くの皆さまにご不便をおかけしました。改

めてわれわれ電力会社が担う電力の安定供給の責

任の重さを痛感しています。一方、東日本大震災

と東京電力福島第一原子力発電所の事故をきっか

けとして、電気事業大きな改革の途上にあります。

2016 年には電力の小売全面自由化が始まり、2020

年には電力の送配電を担う電力ネットワーク部門

の中立化を目的とした分社化が控えています。こ

のような事業環境の大きな変化はありますが、公

益的な事業に携わる電力会社の一員として、今後

とも電力の安定供給を担う使命と責任を全うする

よう努めてまいりたいと思います。 

 最後に、これまで春日井市にはあまり縁のない

人生を送ってまいりましたが、人事異動によって

春日井市で勤務することができ、さらに伝統ある

春日井 RC にも加入して皆さまと縁を結ぶことが

できました。今後も精進を重ねていきたいと思い

ます。どうぞご指導のほどよろしくお願いいたし

ます。  

ビジター紹介 川瀬 治通会長 

東京海上日動愛知北支店次長 長曽 篤志様 



会長挨拶 川瀬 治通君 

卓話 友松 英樹君 

卓話  内藤 修久君 

幹事報告 古屋 義夫君 

食事開始時間が１２時１５分からになりました 

10月19日の例会よりホテルプラザ勝川のご協力に

より例会の開始15分前から食事ができるようにな

りました。

このことにより例会タイムスケジュールにも若干

余裕が出ると共にロータリークラブの友人とも余

裕をもって歓談できるようになると思います。

また今までと同じ時間（12：30）に来ていただき

食事を始めることも全く問題がございませんので

皆様にご案内申し上げます。

食事開始可能時間：12時15分～着座されました順

にサーブして頂けます。

例会開始時間：12時30分～（今までと変わりません）

例会終了時間：13時30分（今までとかわりません）

従来と例会の時刻はなんら変化はございません


