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 司  会     幹 事 山﨑雅光 君 

 

 開会点鐘     会 長 沼田時子 君 

 

 ロータリーソング 

「君が代」「奉仕の理想」 

ソングリーダー 

海老原正之君 

    

 四つのテスト唱和 

   海老原正之君 

 

 会長挨拶   沼田時子 君 

10 月 24 日は「世界ポリオデー」です。この日、ロ

ータリーを含む世界ポリオ撲滅推進活動（ＧＰＥＩ）

の主要パートナーが米国アトランタの米国疾病対

策センターに集まりポリオ撲滅活動の現状を伝え

るイベントを実施するそうです。1988 年以降ポリ

オの発生は 99.9％以上減少しました。それ以前、

125 以上の流行国で毎年 35 万人以上の子供た

ちが麻痺に陥っていました。2015 年には 74 件の

野生型ポリオウイルス（1 型と 3 型）と 32 件の循

環型ワクチン由来ポリオウイルス（免疫が十分で

ない人々の間でごく稀に弱毒化生ウイルスが変

異したもので 90％以上が根絶された 2 型のワク

チン株に起因する）の感染が記録されました。そ

の循環型リスクの排除と現存する 2 種類の野生

ウイルスに対する予防効果を高めるため 4 月 17

日から 5 月 1 日にかけて 155 の国と地域で三価

経口ポリオワクチンの使用をやめ二価経口ポリオ

ワクチンに切り替えたそうです。今年現時点まで

に確認された野生型ポリオウイルスによる発症数

は昨年より減っていますが、ナイジェリアで野生

型ウイルスによる新たな発症が確認され、２０１６

年９月再びポリオ常在国リストに加えられたそう

です。しかしナイジェリア北部で今回の発症が確

認されたことは紛争の影響下にある地域でも監

視活動が行き届いている証明になります。日本で

は２５日の朝ですがイベントの生中継がｅｎｄｏｐｏｌｉ

ｏ．ｏｒｇで見られるそうです。英語がわかる方はご

覧ください。そしてロータリアンが実施するポリオ

撲滅関連イベント情報の提供依頼が生子ガバナ

ーからありましたので西クラブは１１月１３日異文

化コミニュケーション体験ﾌｪｱで募金活動をすると

いう報告をしたいと思っています 
 幹事報告 

・当例会終了後、理事会開催 

・11 月 20 日地区大会出席者  

にはポケットに案内配布 

・12 月 4 日 会長杯ゴルフ 

コンペ開催 島田カントリー 

来週案内配布予定 

・メークアップ 

 富士宮ロータリークラブ 前島真客君 

 

 委員会報告         

       ロータリーの友 10 月号 鈴木礼子 君 

ポイント説明・・・ 

・日本のオリンピックと 

ロータリー 

・End Polio Now 

・NPO 法人 ロシナンテ 

理事長 川原尚行さん 

       

 

 会員の誕生日お祝い 

・武藤宏之君 9 月 1 日生 

今後とも引き続き宜しくお願いを致します。 

・水戸浩一君 10 月 31 日生  

55 歳になりました。自分に何ができるか。 

今後も頑張っていきたい。 
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 出席報告・スマイル   原承範 君 

本日、会員 38 名 

出席 25 名、欠席 13 名 

(無届 0 名) 

先々週 9 月 28 日 

出席計算会員数 37 名 

出席会員数 26 名 

メークアップ 2 名 

改正出席率 75.68％ 

 

沼田時子君 

フジドリームエアラインの高橋信様、本日はお忙

しい所ありがとうございます。どうぞ 宜しくお願い

申し上げます。 

榊一夫君 

ようやく涼しくなりました。 

白鳥三和子君 

皆様にご案内のとおり税理士法人静岡みらいか

ら鍋田大先生が退任されました。弊所に勤務して

いた息子さんが無事独立して喜ばしいことなので

す。祝ってやってください。 

水戸浩一君 

HAPPY ハロウィン and 誕生日 

袴田文治、満井義政、内海克彦 

育成会にスマイル。 

 

 卓話 「最近の航空情勢について」 

株式会社 フジドリームエアラインズ 高橋信様 

・日本の空港 →全国に 97 空港 

・日本の航空会社→25 の会社が定期路線運航中 

・航空会社の輸送旅客数 

→ＡＮＡ 2014 年度  

5000 万人 

世界 14 番目 

・航空旅客の動向 → 

過去最高の 9000 万人 

に近づいている 

・空港別利用者数 → 

2015 年度羽田東京 

国際空港 7525 万人      

世界 4 番目 

     静岡空港 国内 36 番目 69 万人 

・路線別航空旅客数 →2015 年度 

羽田⇔千歳 898 万人 世界 2 番目 

・将来予想させる環境 → 

2020 東京オリンピック・パラリンピック 

訪日外国人旅客の増加等 

・LCC の誕生 →1971 年 

サウスウエスト航空 LCC モデルの原型  

1967 年 弁護士ケレハー氏設立 

・LCC の台頭 

・LCC のビジネスモデル → 

機材を小型機に統一等コスト削減、低料金 

・予想される変化と問題点 → 

パイロット、空港スタッフの不足等 

ＦＤＡについて  

2008 年 6 月 ＦＤＡ設立 鈴与（株）100％子会社 

2009 年 7 月 ＦＤＡ運航開始 

2016 年 10 月 航空機 11 機、13 都市 16 路線 

120 万人運航中 

ＦＤＡの挑戦  

リージョナル航空の課題 

求められる高い利用率、多路線少頻度運航等 

 

 

 閉会の点鐘         沼田時子 君 

 

 


