
（ 2月12日）

1048

2015年2月19日

本日のプログラム

第1048回（本年度 第30回）例会

次回 2/26 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　「クラブ戦略計画委員会」
　　　　について
　高島 凱夫 会員

♬SONG : 「雪」
●卓話　国際奉仕クラブフォーラム
　吉田 了 委員長

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。大阪南RCより米田様、いつもありがとうござい
ます。どうぞごゆっくりご歓談下さいませ。

　本日は温かい日となりましたが、今週月曜日、私の住む奈良は今年
一番の冷え込みとなり、-2℃となりました。普段は車中で温度を見て
いるのですが、体感的にもこの冬一番の寒さであったような気が致し
ました。

　ロータリーフェスティバルが五月五日に中央公会堂にて開催され
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第 2660 地区

2014-15年度第1047回（第29回例会）
幹事報告 (2/12)

幹事  辻　 義光

■本日の卓話は杉村会員です。よろしくお願いします。

■本日例会終了後、3月度理事会があります。理事、役員
の皆様ご出席のほどお願いします。

■2月14日（土）「ロータリーフェスティバル（RF）成功へ
の集い」があります。

　1. 時間　10：00～12：00

　2. 場所　ホテルニューオオタニ大阪　鳳凰の間

　檜皮会員、辻（義）会員が行きます。

ますが、主たる目的は、このフェスティバルを通じて、
RI会長G・CK・ファン氏がこのように述べられました。

「ロータリーという名前及び活動を地域に知って頂こ
うというものが大きな目的です。ロータリーを光で輝
かせることによって、ロータリーにおいて、私たちは長
い間、自分たちの素晴らしい活動を自慢するのは好
ましくないということを感じておりました。黙って奉仕
活動をし、その活動が自ずと語ってくれることが最も
良いと考えておりました。又、多くの地域社会では自
分達の地域にロータリークラブがあることすら知られ
ておりませんでした。

　 クラブがしっかりしていないとか、奉仕をあまりし
ていないからではありません。彼らは充分な事をして
います。しかし、もしロータリアンが自分達の活動に
ついて語らなければ、人々はその活動を知ることは
決してありません。」ということをRI会長は仰っていま
した。

その一環と致しまして、フェスティバルを開催するこ
とで、より地域の皆様にロータリークラブを紹介する
というのが大きな目的であります。皆様のご協力・ご
参加を宜しくお願い致します。

■2月19日（木）、国際奉仕委員会クラブフォーラムで
す。吉田国際奉仕委員長よろしくお願いします。

■2月26日（木）の卓話は高島会員です。よろしくお願い
します。

■「第2回クラブ社会奉仕委員長会議開催のご案内」が
来ています。

　今年度、次年度各社会奉仕委員長ご出席のほどお願
いします。

　1. 日時　2015年3月28日（土）10：00～12：30

　2. 場所　薬業年金会館601号室

■米山奨学生学友会から「米山感謝祭招待状」が来て
います。3月に修了を迎えることとなり、奨学生たちが
感謝を込めて「米山感謝祭」を開催することとなりま
した。
　つきましては関係者の皆様、ご出席のほどよろしくお
願いします。

　1. 日時　2015年3月14日（土）18：00～20：30

　2. 場所　KKRホテル大阪 14階オリオンの間

　3. 費用　ロータリアン　　　　　7,000円
　　　　　米山学友、奨学生　　　3,000円
　　　　　ご家族、奨学生招待者　3,000円
　　　　　小学生以下　　　　　  無料

　4. 申込　3月7日（土）までに出欠を連絡

本日のメニュー

先　附 鰊酢〆霙掛け　いくら
造　り 鮪　烏賊糸造り　煎り唐墨掛け
蓋　物 出巻玉子天麩羅　海老天麩羅
 青唐素揚げ　餡掛け　
焼　物 帆立貝黄金焼
食　事 白御飯　香物
止　椀 赤出汁



polio撲滅とロータリークラブ

杉村 雅之 会員

本日は、ポリオ撲滅とロータリークラブについてのお
話をさせていただきます。

私は昨年、今年と2660地区のポリオプラス小委員会
に所属しています。そこでの資料をもとにパワーポイ
ントにて報告いたします。

まず地区大会での募金は￥150,000も集まりました。
ロータリーのポリオ撲滅活動に寄付するとビルゲイ
ツ財団から2倍の寄付金が追加されます。

本当に皆様ありがとうございました。

END POLIO NOW　いまこそポリオ撲滅のとき
（ロータリーの友より抜粋）

ポリオ（小児まひ）は、体がまひしたり、命を落とす
ことさえある病気です。国際ロータリーでは、資金
集めをしたり、ワクチン投与をしたり、長年にわたっ
て、ポリオの撲滅に取り組んできました。

ポリオ撲滅に向けて始動

1979年9月、国際ロータリーは、フィリピンで、生後
3か月から36か月の子ども約600万人に対して、5
か年計画のポリオ免疫活動を始めました。これが、
ロータリーかポリオ撲滅に取り組んだ第一歩です。

1985年、国際ロータリーでは、ロータリー創始80
周年に当たって、「ポリオ・プラス計画」を発表。

日本国内では、募金総額40億円を最終目標として、
1986年7月から、5年計画のポリオ・プラスの募金
キャンペーンが始まりました。日本中のロータリア
ンの積極的に取り組み、このキャンペーンが展開
されていた1986年7月から1991年6月までの5年
間で、目標額をはるかに超える約49億円の寄付金
を集めることができました。

国際ロータリーでは、1989年6月までの3年間を
キャンペーン期間としていましたが、この間で米貨
2億4,700万ドル（約270億円）を集めました。これ

は目標額の2倍に相当します。

世界ポリオ撲滅推進計画が発足

1988年、国際ロータリーは、世界保健機関
（WHO）、ユニセフ、アメリカ疾病対策センター
（CDC）とともに、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）
の発足に携わりました。

以来、世界でポリオ感染数は99％減少し、毎年35
万件あった感染は、2012年にわずか223件にまで
減少しました。2013年は、さらにこの数が減少する
だろうと期待されています。

現在も感染が続いている国は、アフガニスタン、ナ
イジェリア、パキスタンの3か国です。しかし、国境
を超えて人が行き来をする現代、ほかの国にもウ
イルスが流入して感染が広がる可能性があるため、
完全な撲滅まで、予断をゆるさない状況です。

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの資金提供

2007年11月26日、国際ロータリーは、ビル・アン
ド・メリンダ・ゲイツ財団と協同して、世界ポリオ撲
滅に必要とされる2億米ドルを投入することを発表
しました。ゲイツ財団から1億ドルの補助金を受領
したロータリー財団は、この時点から3年間にこれ
と同額の資金を調達するための募金活動を行って
いくことになりました。

2009年1月、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、
国際ロータリーに対して、さらに2億5,500万ドルを
寄付。国際ロータリーではこれを受けて、2012年
までにさらに1億ドル、2007年11月にスタートした
ものと合わせて2億ドル
の資金を集めることを表
明しました。全世界の
ロータリアン（ロータリー
クラブ会員）は、「ロータ
リー2億ドルのチャレン
ジ」と称し、ポリオ撲滅の
ための資金集めをした結
果、その6月を待たずに目
標額達成しました。

ビル・アンド・メリンダ・ゲ
イツ財団は、この功績に
対し、さらに5,000万ドル
を国際ロータリーに寄付
しました。

最終段階に向けて

2013年6月、国際ロータリーとビル・アンド・メリン
ダ・ゲイツ財団は、ポリオの撲滅活動を支援する
パートナーシップの拡大を発表しました。今後5年
間、ロータリーがポリオ撲滅の寄せる寄付に対して、
ゲイツ財団が2倍の額を上乗せするというもので
す（対象となる寄付額は各年3,500万ドルまで）。こ
のパートナーシップを通じて、最高総額5億2,500
万ドルの資金を確保できることになります。

ロータリーがこれまでにポリオ撲滅活動で寄付し
た総額は、12億ドルに上ります。寄付金は、すべて
ポリオ感染国での予防接種活動に充てられます。

ロータリアンたちは、もちろんお金を集めていただ
けではありません。多くのロータリアンが道路もな
いようなへき地に分け入り、紛争地帯に赴き、実際
にポリオワクチンを子どもたちに届けるための活
動もしています。紛争地帯では、双方の代表者を説

得してポリオワクチン投与のために一時休戦にし
たり、宗教上などの理由からポリオワクチンの投与
を拒む人々を説得したり、さまざまな活動をしてき
ました。

世界中のさまざまな地域にロータリークラブがあ
り、ロータリアンたちが活動をしています。それぞ
れの地域で、ロータリアンたちがさまざまな形で、
すべての子どもたちにポリオワクチンの投与をす
るために努力を続けています。

ポリオ撲滅まで「あと少し」ですが、そのための資
金不足は深刻な問題です。街で募金活動をしてい
るロータリークラブの会員を見つけたら、ぜひ、ご
協力ください。

また、ロータリークラブの会員でなくても、公益法
人ロータリー日本財団を通してポリオ撲滅のため
の寄付をすることができます。



開会の挨拶（嶽下会長エレクト）
本日は、大変お忙しいところ第1回ノミニー理事会に
ご出席いただきましてありがとうございます。
今後、ノミニー理事会は本日を含めて3回あります。こ
の中で次年度の計画や取り決めを決定していかなけ
ればなりません。審議事項はたくさんありますので、ご
協力いただきたいと思います。
2015-2016年度は特に大きなプロジェクトはありま
せんが、RIや地区から特別月間の変更など、大きな変
更事項がきています。ノミニー理事会で検討すべきと
ころはそれぞれ審議していただく予定としています。
皆様のご理解とご協力をよろしくお願いいたします。

檜皮次年度幹事の挨拶・議事進行
このノミニー理事会及び次年度におきましてもご協
力いただきますようよろしくお願いいたします。

配布資料の確認

日　時：2015年2月12日（木）
場　所：太閤園　サファイアルーム
出席者：嶽下・檜皮・下岡・村橋・辻（義）・北村・辻（一）・小林・安達・西田・永井・杉村（敬称略）
配布資料：
　・2015-2016年度　各委員会・委員一覧
　・2015-2016年度　ロータリークラブ役職者一覧 ① ②
　・2015-2016年度　緊急連絡網
　・2015-2016年度　年間行事計画
　・特別月間の変更に伴う卓話等の決定（2015年7月以降）案

2015-2016 年度 第一回　ノミニー理事会議事録

審議事項

1. 各委員会・小委員会担当者の人選について

別表②において広報委員長が松任会員になっている
が山本会員に変更する。　⇒［ 承認 ］

2. 2015-2016年度、年間行事計画について

例会開催日数について祝祭日を除いて4回の休会と
し、47回の開催とする。　⇒［ 承認 ］

2015年8月20日（木）・2月18日（木）は第3週であるが
理事会を実施する。　⇒［ 承認 ］

2015年10月29日の創立例会を夜例会とする。
　⇒［ 承認 ］

3. 委員会の年間行事計画について

委員会報告は、2015年10月・2016年2月・2016年6
月の第1週とする　⇒［ 承認 ］

※奉仕事業を施した各委員長または委員は必ず例会
　時に報告し計画書及び報告書を理事会に提出する。
　⇒［ 承認 ］

本日は、ポリオ撲滅とロータリークラブについてのお
話をさせていただきます。

私は昨年、今年と2660地区のポリオプラス小委員会
に所属しています。そこでの資料をもとにパワーポイ
ントにて報告いたします。

まず地区大会での募金は￥150,000も集まりました。
ロータリーのポリオ撲滅活動に寄付するとビルゲイ
ツ財団から2倍の寄付金が追加されます。

本当に皆様ありがとうございました。

END POLIO NOW　いまこそポリオ撲滅のとき
（ロータリーの友より抜粋）

ポリオ（小児まひ）は、体がまひしたり、命を落とす
ことさえある病気です。国際ロータリーでは、資金
集めをしたり、ワクチン投与をしたり、長年にわたっ
て、ポリオの撲滅に取り組んできました。

ポリオ撲滅に向けて始動

1979年9月、国際ロータリーは、フィリピンで、生後
3か月から36か月の子ども約600万人に対して、5
か年計画のポリオ免疫活動を始めました。これが、
ロータリーかポリオ撲滅に取り組んだ第一歩です。

1985年、国際ロータリーでは、ロータリー創始80
周年に当たって、「ポリオ・プラス計画」を発表。

日本国内では、募金総額40億円を最終目標として、
1986年7月から、5年計画のポリオ・プラスの募金
キャンペーンが始まりました。日本中のロータリア
ンの積極的に取り組み、このキャンペーンが展開
されていた1986年7月から1991年6月までの5年
間で、目標額をはるかに超える約49億円の寄付金
を集めることができました。

国際ロータリーでは、1989年6月までの3年間を
キャンペーン期間としていましたが、この間で米貨
2億4,700万ドル（約270億円）を集めました。これ

は目標額の2倍に相当します。

世界ポリオ撲滅推進計画が発足

1988年、国際ロータリーは、世界保健機関
（WHO）、ユニセフ、アメリカ疾病対策センター
（CDC）とともに、世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）
の発足に携わりました。

以来、世界でポリオ感染数は99％減少し、毎年35
万件あった感染は、2012年にわずか223件にまで
減少しました。2013年は、さらにこの数が減少する
だろうと期待されています。

現在も感染が続いている国は、アフガニスタン、ナ
イジェリア、パキスタンの3か国です。しかし、国境
を超えて人が行き来をする現代、ほかの国にもウ
イルスが流入して感染が広がる可能性があるため、
完全な撲滅まで、予断をゆるさない状況です。

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団からの資金提供

2007年11月26日、国際ロータリーは、ビル・アン
ド・メリンダ・ゲイツ財団と協同して、世界ポリオ撲
滅に必要とされる2億米ドルを投入することを発表
しました。ゲイツ財団から1億ドルの補助金を受領
したロータリー財団は、この時点から3年間にこれ
と同額の資金を調達するための募金活動を行って
いくことになりました。

2009年1月、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団は、
国際ロータリーに対して、さらに2億5,500万ドルを
寄付。国際ロータリーではこれを受けて、2012年
までにさらに1億ドル、2007年11月にスタートした
ものと合わせて2億ドル
の資金を集めることを表
明しました。全世界の
ロータリアン（ロータリー
クラブ会員）は、「ロータ
リー2億ドルのチャレン
ジ」と称し、ポリオ撲滅の
ための資金集めをした結
果、その6月を待たずに目
標額達成しました。

ビル・アンド・メリンダ・ゲ
イツ財団は、この功績に
対し、さらに5,000万ドル
を国際ロータリーに寄付
しました。

最終段階に向けて

2013年6月、国際ロータリーとビル・アンド・メリン
ダ・ゲイツ財団は、ポリオの撲滅活動を支援する
パートナーシップの拡大を発表しました。今後5年
間、ロータリーがポリオ撲滅の寄せる寄付に対して、
ゲイツ財団が2倍の額を上乗せするというもので
す（対象となる寄付額は各年3,500万ドルまで）。こ
のパートナーシップを通じて、最高総額5億2,500
万ドルの資金を確保できることになります。

ロータリーがこれまでにポリオ撲滅活動で寄付し
た総額は、12億ドルに上ります。寄付金は、すべて
ポリオ感染国での予防接種活動に充てられます。

ロータリアンたちは、もちろんお金を集めていただ
けではありません。多くのロータリアンが道路もな
いようなへき地に分け入り、紛争地帯に赴き、実際
にポリオワクチンを子どもたちに届けるための活
動もしています。紛争地帯では、双方の代表者を説

得してポリオワクチン投与のために一時休戦にし
たり、宗教上などの理由からポリオワクチンの投与
を拒む人々を説得したり、さまざまな活動をしてき
ました。

世界中のさまざまな地域にロータリークラブがあ
り、ロータリアンたちが活動をしています。それぞ
れの地域で、ロータリアンたちがさまざまな形で、
すべての子どもたちにポリオワクチンの投与をす
るために努力を続けています。

ポリオ撲滅まで「あと少し」ですが、そのための資
金不足は深刻な問題です。街で募金活動をしてい
るロータリークラブの会員を見つけたら、ぜひ、ご
協力ください。

また、ロータリークラブの会員でなくても、公益法
人ロータリー日本財団を通してポリオ撲滅のため
の寄付をすることができます。



日　時：2015年2月12日（木）13：40～
場　所：太閤園　2F　サファイアルーム
出席者：下岡・辻（義）・嶽下・村橋・早瀬・北村・吉田・木村・辻（一）・檜皮 　以上10名（敬称略）

2014-2015 年度 第9回　3月度定例理事会議事録

開会の挨拶（下岡会長）

審議事項
1. 年間行事予定表

2. その他

井本 万尋さん入会の件　⇒［ 承認 ］

閉会の挨拶（嶽下会長エレクト）

 クリスマス家族会は2015年12月19日とする。
　⇒［ 承認 ］

檜皮次年度幹事より連絡事項

・今年度の国際大会は2015年5月29～6月1日です。

・2015年4月30日までに年間計画書の提出をお願い
  いたします。

・ガバナー補佐訪問日は2015年８月6日（木）です。

・ガバナー公式訪問日は2015年10月15日（木）です。

・IMの開催は2015年11月21日、ホストクラブは大阪
  天満橋RCです。

村橋会長ノミニーよりロータリー戦略計画委員会の
報告

村橋会長ノミニー挨拶
いよいよ嶽下年度のスタートです。皆様のご協力のも
とスムーズに進行できますよう、よろしくお願いいた
します。

【’15年3月 行事予定】　（識字率向上月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

5日（木）

12日（木）

19日（木）

26日（木）

1050

1051

1052

1053

32

33

34

35

卓話

卓話

卓話

卓話

卓話担当：嶽下会員

卓話担当：辻一夫会員

卓話担当：西田会員

卓話担当：梅原会員

第10回4月度理事会

【’15年4月 行事予定】　（ロータリー雑誌月間）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

2日（木）

9日（木）

16日（木）

23日（木）

30日（木）

1054

1055

1056

1057

-

36

37

38

39

-

卓話

会報・雑誌広報委員会卓話

卓話

卓話

休会④

第11回5月度理事会

卓話担当：松任会員

会員研修小委員会 : 

会報委員長：

卓話担当：山本会員

卓話担当：吉田会員

4/9（木）
　第3回ノミニー理事会
4/11（土）～12（日）
　春の家族会
4/11（土）
　地区協議会
4/19（日）～21（火）
　台北福齢RC訪問
　奨学金授与式参加

3/12（木）
　第2回ノミニー理事会
3/7（土）
　大阪国際会議場／会長エレク
　ト研修セミナー（PETS）／地区
　チーム研修セミナー

【’15年5月 行事予定】　（月間テーマなし）
日付 通算No. 今期 ホームクラブプログラム 卓話担当者 会議、行事 RI地区会議行事、クラブ行事

7日（木）

14日（木）

21日（木）

28日（木）

1058

1059

1060

1061

40

41

42

43

委員会報告

卓話

卓話

卓話

各委員会・SAA・会計

山本情報規定委員長

卓話

卓話担当:安達会員

卓話担当:福田会員

新旧合同理事会

新旧合同クラブ協議会

時期未定
　世界平和フォーラム
時期未定
　春のライラ

睦輪会新旧引継ぎ
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下岡：ニコニコ

嶽下：ニコニコ

辻（一）：バレンタインのチョコレート有難うございま
した。

吉田：ニコニコ　

針谷：ニコニコ

小林：寒さに負けずニコニコ

北村：ホームクラブ欠席のお詫び、メーキャップはし
ました。

村上：ニコニコ

檜皮：第1回のノミニー理事会開催されました。理事
役員の方よろしくお願いいたします。

西田：結婚記念日に素敵なお花を有難うございました。

岡本：先日45年ぶりに小学生時代の同級生に会いま
した。面影はあった。ニコニコ

栗山：先週欠席のおわび

本日合計 : ￥25,000
累　計 : ￥1,192,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 1名
名誉会員数 6名 外国ビジター 0名
免除会員 0名 国内ゲスト 0名
出席者 23名 外国ゲスト 0名
欠席者 6名

出席率 75.86%
1月22日の修正出席率 75.86%

●メイクアップ
井戸本 泰次   1 月17日 広報委員長会議
辻　 一夫   1 月10日 ベトナム支援事業
山本 　肇   1 月14日 大阪北RC

●本日のビジター
大阪南RC 米田 幹郎 様

嶽下会員がポールハリスフェローの
表彰を受けました

下岡会長と辻幹事が
ベネファクターの表彰を受けました

Congratulations!

安達会員と早瀬会員が
米山功労者の表彰を受けました

村上 俊二会員のロスター掲載の住所に
誤りがございました。

吹田市山田東4-20-5（誤）
↓ 

吹田市山田東4-20-15（正）
訂正のほどよろしくお願いいたします。


