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本日の進行（18:00）

由夫

2018 年 11 月 22 日―
幹事報告

山本会長の時間
今日は、京都紫野ロータリークラブの皆
様が 7 名、表敬訪問で例会に出席されてお
ります。遠いところをようこそお越し下さ
いました。宜しくお願い致します。
昨日は武岡一郎会長エレクト、中川淳会
員、小林毅圭也会員、加藤炳秀会員と、逗
子より 8 名の計 3 組で、逗子 RC・紫野 RC 合同ゴルフコンペ

清水幹事

青少年交換学生として、逗子ロータリークラブ
より推薦した高橋日南乃さんが合格致しまし
た。カウンセラーは山本三津子さんに決定しま
した。
委員会報告 松井プログラム副委員長：本日１８時３０分
より、哉吉にてプログラム委員会を開催致しま
す。議題は、下半期プログラムについてです。
委員会の方は宜しくお願い致します。

が葉山カントリークラブにて開催されました。夜は、哉吉 2 階
で歓迎懇親会が開かれました。紫野 RC の伊原義男幹事も到着
され、紫野 RC 会員 5 名と、逗子 RC 会員 13 名が参加し、楽
しいひとときを過ごしました。
また、今日は紫野 RC より伴戸恒夫会員、渡邊健次会員の 2

１１月２３日（金・祝日）
インターアクト年次大会
於：平塚学園高等学校

名が到着され、
計 7 名の紫野 RC の皆様が出席されております。
ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。
10 月 29 日（月）には京都紫野 RC への表敬訪問として、
私と鈴木副会長、松井理事、三宅理事、大野会長エレクト、清
水幹事の 6 名で例会に出席し、夜のカラオケ同好会では大変お

出席者の大野インター
アクト委員長、鈴木（弘）
副委員長、お疲れ様でし
た。

世話になりました。その節は本当にありがとうございました。
今日は、逗子クラブの会員で地区財団補助金委員会の三宅委
員長と、地区補助金分配推進委員会の岡本委員の 2 名に卓話を
お願いしております。宜しくお願い致します。

京都紫野ロータリークラブの皆様ようこそ

以上で会長の時間を終わらせていただきます。

副会長
幹事
副幹事
S.A.A

表彰
米山功労者 第 2 回

渡邊健次様
伊原 義男様
小林 毅圭也様
伴戸恒夫様

次年度会長 武岡一郎様
国際奉仕理事 中川 淳様
副幹事 加藤 炳秀様

村田 典昭会員
「ありがとうございました」

財団ニコニコ

清水（惠）
鈴木（安）、北島

米山ニコニコ 臼井

＄200
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5,000 円

鈴木（安）、船津、北島、大下 各 1,000 円

【出席報告】

会員数 47 名（出席免除 3 名）
出席者 30 名

出席率 65.21%

ポリオ撲滅について

財団補助金委員会

三宅 譲委員長

先だって１１月１８日神戸ポートピアホテルで財団のセミナーが開催された。ポリオ撲滅のパワー-ポイントを頂いてきたの
で、観てください。
ポリオプラスは元々チフス、破傷風等の５つの伝染病を指して、ロータリーではその研究し、撲滅を図ってきたのが当初の目
標であった。現在ではポリオの撲滅にほとんど費やしている。ポリオの撲滅は夢物語だったが、１８８５年に始まり１９８８年
プロフラムを作り、ＷＨＯ，ＵＮＩＣＥＦ，米国疾病対策センターと国際ロータリーがタッグを組んで、ポリオの撲滅を目指そ
うという活動を開始した。予防接種の強化をすることによりポリオ撲滅を図る。予防接種は経口生ワクチンと不活性化ワクチン
がある。現在ポリオ常在国はパキスタン 19 件、アフガニスタン 8 件、ナイゼリア（2 年発病ゼロ）である。インドもまだ 5
億の子供がいるのでわからない面がある。不活性化ワクチンンは注射であるので、医師の免許が必要で
発展途上国には難しい。パキスタンとアフガニスタンで 27 件だが現在 10 件くらい増えている。
両国ではテロを警戒している。ロータリーに扮して病院を占拠したりしている。テロ対策の予防接収
のためには兵士を立てたりする必要があり、お金と時間がかかる。今年 1 月に回ったインドオールド
デリーの予防接種活動紹介します。こういうことで、ポリオ撲滅のロータリー活動が世界で行って
いることを理解してほしい。
ポリオ委員会からの５つのお願い。
1.各クラブでポリオ撲滅イベントの開催。2.募金箱の活用。
（地区等で無償配布）
3.支援企業の増加。 4.セミナーへの参加 5.卓話に呼んでください。(啓蒙活動の活発化)

財団補助金について

補助金分配・推進委員会

岡本 久委員

財団寄付のお願い
前年実績
1.年次寄付：
200 ドル以上/人
184 ドル（逗子は目標達成率 94％）
2.恒久基金：
1000 ドル以上/クラブ
逗子は目標達成
3.ポリオプラス： 40 ドル以上/人
52 ドル（逗子は目標達成）
寄付の使われ方
地区補助金（ＤＧ）
●地区奨学金： 予算 24,000 ドル 海外の大学、大学院で学ぶ 1 年間の費用
●クラブ奉仕プロジェクト：地区補助金 19-20 年度は 80,000 ドル（約 900 万)
グローバル補助金（ＧＣ＋ＷＦ）金額は予算
●ロータリー奨学金：68,000 ドル コース修了まで、６の重点分野に関する研究を海外の大学、大学院または同等以上
の機関で学ぶ
●ＧＣプロジェクト（ＶＴＴ） 78.000 ドル 職業研修チーム派遣
●ＧＣプロジェクト： 39,000 ドル 6 つの重点分野に該当の辞人的プロジェクト
●平和センター： 25,000 ドル国際関係、平和研究、紛争解決等の分野の修士号、修士証を目指す人に平和奨学金を提
供するプログラム
●ポリオプラス： 10,000 ドル ポリオ撲滅
※国際ロータリー財団の規模 （16－17 年度）
収入：約 4 億ドル(447 億 8 千万円)
年次基金 157 億、ポリオプラス 120 億、恒久基金 31 億、指定寄付金 31 億投資による利ザヤ 107 億、
支出：301 億（ポリオプラス 121 億、グローバル補助金 81 億、地区補助金 30 億、その他平和センター他 45 億-50 億）
※日本財団の規模
収入：18 億 5,700 万、
（年次寄付 13.8 億、恒久寄付 2 億、ポリオプラス 2.3 億、
）
2780 地区収入：7,000 万弱（年次寄付 4600 万、ポリオプラス 1100 万、恒久寄付 600 万、その他）
今後はもっといろんな事業を発展させる為に、一人 200 ドルの年次基金、クラブで 1,000 ドル恒久基金、
ポリプラス 40 ドル/人をお願いしております。
担当：北島

ニコニコＢＯＸ

本日合計
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京都紫野 RC の皆様…昨夜はありがとうございました。本日も
宜しくお願い致します。
山本（由）君…京都紫野 RC の皆様ようこそ。
清水（惠）さん…京都紫野 RC の皆様ようこそ。R 財団月間、
皆様宜しくお願いします。
福嶋君、鈴木（安）君、船津君、鈴木（久）君、橘（武）君、
山口君、臼井君、三宅君、宝子山君、石田君藤吉君、北島君、
山本（三）さん、岡本（久）君、松田君、匂坂君、横瀬君、森
澤君…京都紫野 RC の皆様、ようこそ逗子へ。
村田君…京都の皆さん、ベリーウェルカム！

累計
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矢部（光）君…京都紫野 RC の皆様おいでやす。三宅、岡本会員
財団補助金の話よろしく。
山科君…私どもの為にお祝いありがとうございました。
松井君…京都の皆様ようこそ！昨晩はおつかれ様です。
草柳君…紫野 RC の皆様遠路有難く感謝申し上げます。ゆっくり
して下さいませ。
桐田君…京都の皆さんようこそ！又、昨日はコンペ楽しかったです。
大野君…京都紫野 RC の皆様ようこそ逗子へ！！昨日は楽しい
一日を頂きましてありがとうございます。
横山君…昨日、運よくスコアは悪いのに優勝させてもらいました。

