第２８10 回例会 逗子ロータリークラブ
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2020-21 年度 №16 2020 年 11 月 12 日
例会場：「カンティーナ」逗子市新宿 1-3-15
例会日：第 1･2･4 木曜日 12:30
会長：匂坂祐二

TEL：046-870-6440

第 3 木曜日 18:30

幹事：森澤義一

第 2８10 回

E-mail：zushirc@sage.ocn.ne.jp

開会宣言 S.A.A
点鐘
匂坂会長
ロータリーソング斉唱
ゲスト・ビジターの紹介
会長の時間
幹事報告：来信・告示事項
委員会報告
出席報告
ニコニコ BOX 発表
13:00 卓話・プログラム
早稲田大学教授 深川由紀子氏
「日韓関係再考経済と文化の距離を
どう考えるか」ZOOM 卓話

閉会宣言 S.A.A
点鐘
匂坂会長

予
12:30
11 月 12 日（木）

卓話:早稲田大学教授 深川由紀子氏
どう考えるか」ZOOM 卓話

11 月 26 日（木）
12 月 3 日（木）
１２月 10 日(木)

12:30

卓話:日蓮宗権大講師 鈴木照玉様
年次総会

役員・クラブ管理運

上半期報告 下半期計画
12:30

発表

奉仕プロジェクト・広報・会員増

強・R 財団関係上半期報告 下半期計画 発表

12 月 17 日(木)
12 月 24 日(木)

逗子・葉山 RC 合同例会

「スピリチュアルな世界」ズーム卓話
12:30

忘年会予定
12:30

卓話：徳本恒徳氏（逗子町内会会長）

「町内会のよもやま話」

財団ニコニコ： べネファクター 匂坂

＄1,000

矢部（房） ＄500

清水（惠）＄100

山本

米山ニコニコ：

Website: http://www.zushi-rc.com/

出席報告：会員数 48 名（出席免除 3 名）
出席者：28 名

60.86％

前回修正後

55.55％

メークアップ：地区委員会
幹事報告 到着物：ロータリーの友 11 月号
11 月ロータリーレート：＄１＝104 円
開催案内：・11/14（土）13:00～15:00
インターアクト委員会（ZOOM も）於：第１相澤ビル６F
その他：インドへの緊急国際支援要請に対する寄付額が地区
で総額 1,722,733 円となりました。ガバナーよりその
報告とお礼のメールが来ています。
委員会報告 清水会報委員長：会報掲載「広場」に載せる記
事を多くの方から情報提供をお願い致します。
村松雑誌委員長：今月号も興味深い記事を選抜して紹介しま
す。ご一読願います。
横山 I.M 実行委員：
「コロナ禍の中でのご苦労話」を発表し
て頂く事となりました。
臼井会員：コロナに関する最新情報をお伝えします。

定

「日韓関係再考経済と文化の距離を

11 月 19 日（木） 18:30

TEL＆FAX：046-873-0226

2809 回 例会記録 2020 年 11 月 5 日

例会プログラム

12:30

13:30

事務所：逗子市桜山 6-3-29

第 5 木曜日 18:00

＄50

横瀬

＄20

菊池、森澤、服部、稲垣

各＄10

矢部（房）
、菊池、山本、森澤

1,000 円

匂坂会長の時間
アメリカの大統領選挙開票が進んでいます
が、世界の将来を左右する対決への関心は高
く、郵便を含む期日前投票は 1 億人を突破。投
票率が約 67％とこの 100 年ほどで最高にな
るとの予測があるようです。どんな結果になる
のでしょうか。
さて、今月は、ロータリー財団月間ということで、本日
は、三宅地区財団補助金委員長をお招きしての例会です。
ロータリー財団について少しお話をします。ロータリー財
団の歴史ですが、1917 年、6 人目の国際ロータリー会長
アーチクランフが「基金を作り、世界的規模で慈善・教育・
その他、社会奉仕の分野で何か良い事をしよう」とアトラ
ンタ国際大会で提案しました。この基金が発展し、1928
年 ロータリー財団と名づけられ、国際ロータリーから独
立した別機関となりました。 100 年以上も前に創立され
て以来、ロータリー財団は、教育の支援や持続可能な成果
を生み出すプロジェクトに総額 40 億ドル以上の資金を
提供してきました。ロータリー財団の使命は、ロータリア
ンが、健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救
済することを通じて、世界理解、親善、平和を達成できる
ようにすることです。ロータリー財団は、会員一人ひとり
の寄付によって様々な事業、活動に役立っています。当ク
ラブは、地区財団補助金委員長も輩出していますので、ご
寄付のご協力をお願い致します。

11 月理事会報告
・予算執行報告

この地球上からポリオを無くすことは、ロータリーが世
界の子供たちとかわした約束です。

・葉山 RC との合同例会について…昼は親睦ゴル
フ、例会では新会員交流、ゴルフの表彰式、近々

PLIO の正式名は、Poliomyelitis 略して Polio（ポリオ）日本名
「急性灰白髄炎」一般名「脊髄性小児麻痺」
、主に小児に発症する
が大人にも発症する感染症である。

のコロナ対策の報告をする予定

大会を行う。クリスマスの品としてプリン等も検
討している。予算 15 万計上。

5,606 人になる。1961 年に生ワクチンを緊急輸入し 1300 万

1985 年国際ロータリーは全世界でポリオの撲滅をめざす「ポ

ヵ月の余裕を持つ。

→継続審議

・ 指名 委 員 会 設 置に つ い て … 11/21 魚勝 にて
18:30～開催予定。会費 5,000 円。補足分は会

リオプラスプログラム」を設置し、1 億 2000 万ドルの募金目標

より支出。

を設定したが、当時、ポリオ撲滅は夢物語であった。
国際ロータリーは 1988 年 GPEI（世界ポリオ撲滅推進活動）

②100％例会の開催をどうするか。時間、日程の

オの予防接種を提供し、世界からポリオを撲滅する事。<パートナ

分散等を検討。

ー団体> WHO(世界保健機構), UNICEF(国連児童基金),CDC(米
まず 1994 年から順次、西半球（アメリ

【地区報告】11 月 7 日（土）

カ大陸）
、オーストラリアから中国まで広がる西太平洋地域、大西
洋から中央アジアに及ぶ広大な欧州地域のポリオ撲滅を宣言。
2006 年にはポリオ常在国の数が４ヵ国（アフガニスタン、イン
ド、ナイジェリア、パキスタン）となる。
2007 年国際ロータリーは規定審議会において「ポリオ撲滅」

→承認

その他：①矢部光治会員 12 月末に退会。

の発足に参加し活動を本格化する。目的は、世界中の子供にポリ

国疾病対策センター)

→承認

・新年会について…会員のみで行う予定。日程は 1

本におけるポリオ撲滅宣言。2012 年を最後に以後、新たなポリ
オの発症はない。

→承認

・忘年会について…12/7 カンティーナにてビンゴ

日本においては 1960 年に大流行、患者数は史上最大の
人以上の児童に一斉投与の実施で劇的な効果を得る。2000 年日

→承認

青少年交換オリエンテーション開催
派遣候補生のスピーチの発表がありました。逗子
RC がスポーンサーとして送り出す辰元心さんは、
英語がとても上手で、留学しなくてもいいくらいで
した（横山カウンセラー）。

を全てのプログラムの最優先事項に決定する。2014 年インドを
含む東南アジア地域（世界人口４分の１）でポリオ撲滅を宣言。
2017 年度までに国際ロータリーがポリオ撲滅活動に投入した
金額は 17 億ドルを上回る。2020 年の常在国は、ナイジェリア
がポリオフリーとなり、アフガニスタン・パキスタンの 2 ヵ国と
なった。1985 年当時は流行国 125 か国 350,000 人であった
が、感染数は 99.99％減
少した。これからも様々な
Rotary チャリティーイベ
ントを通してポリオ撲滅
を叶えたい。ご協力をお願
いいたします。
（担当：石田

隆）

地区大会長寿会員表彰
鈴木 久彌 会員
おめでとうございます！
チャーターメンバー
（1962 年創立入会）
としてますますお元気で！
（

ニコニコＢＯＸ本日合計
０００

￥４６,０００

三宅君…本日は宜しくお願いします。
匂坂君…どうなる米国大統領選挙！？三宅さん本日は宜しくお
願いします。
森澤君…忘年会、新年会が無事に開催できますように。
村松君…秋晴れ、気持ち良い天気。卓話楽しみ。
山本君、矢部（房）君、松井君、菊池君、大野君、服部君、岡本
君、稲垣君…三宅地区財団補助金委員長卓話宜しくお願いします。
鈴木（久）君…地区大会において長寿表彰をいただいて。
鈴木（安）君…昨日ロータリーゴルフ仲間森澤会員にはお小遣
いをいただき。
山口君…お世話になります。

累計 ￥７０１,０００

橘（武）君…トランプかバイテンか例会中も気になるよ。
臼井君…バイテン氏勝ちそうですね。
桐田君…朝晩涼しくなり紅葉の時期です。
松田君…バイデンが勝つと売電関連の㈱が上がるか？
清水（惠）さん…財団月間です。三宅さん宜しく。
横瀬君…米国大統領はどっちだ。
古畑君…今日は富士山が綺麗に見えます。三宅委員長卓話よろ
しくお願いします。
羽隅君…コロナ、インフル気をつけましょう。
松本君…大統領選、おもしろそうですね。

