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本日の例会第 2094

会長の時間

11月 8 日

回

◇ソング「我等の生業」
◇ガバナー公式訪問
国際ロータリー第２６６０地区
福家 宏 ガバナー

今

週

の

動

１０月２７日 ホテル阪急エキスポパークに於いて摂津市
国際交流協会、創立２０周年記念式典に摂津 RC として出
席して感謝状の盾を頂いて来ました。
１１月１日は星翔高校で、文化祭の日に献血も行われ摂津
RC は献血者に図書カードを配ることで、献血運動に協力し
ているのですが、今迄は担当の先生や生徒が献血を呼びか
けていましたが、今年からはそれが出来なくなり、親の承
諾を得ないと献血が出来なくなったと云うことを、楠本義
一校長よりお聞きして、今後献血者が大分減るのでは無い
かと危惧されておられました。その後、和泉理事長のご案
内で文化祭の催しを見学させて頂きました。

き

◇11/8（金）パスト会長会
於：ホテル阪急エキススポパーク
（例会場にて）
時間：13：40～

次週例会予定

11 月

15 日

◇卓話「コカコーラについて」
安藤会員

会
例会日の出席

１１月１日

数
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前々々回の修正

１０月１８日

員
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内
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１１月１日
飯室 会長

ＭＵ数

５名
出

席

率

８７．８８％

＜その他＞
〇 星翔高校の献血にご参加いただいた会員の皆様。
宮野会員 横田会員 宮田会員
〇 献血を受けた人には今回より献血手帳と献血記録
カードが渡されるようになりました。
〇 献血結果報告
採血受付数：３２名 採血数合計：２５名

委員会報告
岩城会員
パスト会長会開催の要請と出席依頼がありました。
日時：
場所：

平成 25 年 11 月 8 日（金）13：40～
ホテル阪急エキスポパーク
3F「緑樹」例会会場

幹事報告
北畑幹事
1.

２０１３年１１月のロータリーレートは、１ドル＝
１００円と本部より連絡がありましたのでお知らせ
致します。

2.

本日、例会後理事会を開催致します。

3.

次週、ガバナー公式訪問があります。

4. 2015～2016 年度国際ロータリー第 2660 地区ガバナ
ー・ノミニー候補者に

大阪ロータリークラブ

親睦委員会
秋山会員

立野純三氏が指名されました。

親睦委員会より忘年会のご案内がありました。
理事会報告
１．米山寄付の件
2013-2014 年度米山奨学金寄付金目標「おひとり３万
円」の設定とお願いの件
⇒

当初の予定どおり 20,500 円の寄付とする。

今月のお祝い

２．クラブ災害復興支援基金創設の件
⇒

誕生日

保留（次回理事会に持越し）

３．新年家族親睦会の件

⇒

承認

４．地区大会登録料の件

⇒

承認

５．北摂 12RC 幹事会の件
会費１万円を予算から捻出

⇒

承認

６. 職業奉仕委員会の「優良事業所見学実施」の件
H.26/2/7 か 2/14 に実施する事で調整する
⇒

保留（（次回理事会に持越し）

７.その他
摂津国際交流協会創立 20 周年記念式典・祝賀会の
飯室会長参加費（3,000 円）を予算から捻出
⇒

承認

日時：平成 25 年 12 月 12 日（木）
受付 18：00
開会 18：30
会場：「日本料理 河久」
大阪駅前第 3 ビル 33 階
会費：10,000 円

郷木会員

稲垣会員

宮田会員

吉岡会員

夫人誕生日

益田会員

吉岡会員

結婚記念日

和泉会員

下村会員

事業所開設

益田会員

望田会員

宮野会員

山内会員

卓話
「ロータリー財団月間」
青木

会員

本日は卓話の時間をいただきましてありがとうございます。
本年度は、ロータリー財団の委員長をしてほしいと北畑幹事よ
り、１月の中ごろ、言われ、何も分からないまま、引き受けたと
いうのが実情であります。
この卓話は、ロータリー財団をテーマに話す事と指示がありまし
たので、勉強し、整理しましたので、お聞き頂ければと思います。

ポリオプラス基金
 ポリオ（脊髄性小児麻痺）は、身体麻痺の後遺症をもたら
し、時として命さえも奪う伝染病です。この基金は、ポリ
オを世界から撲滅するという目標を達成するために利用
されます。治療法のないポリオに対する最善の対策は予防
です。わずか米貨（べいか）60 セントのワクチンで、一人
の子供を、生涯身体の自由を奪うこの疾病（しっぺい）か
ら守ることができるのです。
恒久基金
 年次基金が今日の財団プログラムを支える一方、恒久（こ
うきゅう）基金は明日の財団プログラムを確かなものとす
るために、元金には手をつけず投資収益のみを使います。
これにより、時代を超えた大勢の人々を支援し、希望を分
かち合うことができるのです。寄付額に応じて、寄付者の
名前をつけた冠名（かんめい）基金も設立できます。

そして、年度の替わる前、今年の２月２３日に、ロータリー財団
補助金管理 セミナーに参加いたしました。
日程についても、２週間前に、急に参加してくれと言われて、大
変困りましたが、何とか予定を調整致しました。
このセミナーに参加して、摂津ロータリークラブは、ＭＯＵ（お
ぼえがき）を提出しております。
このセミナーに参加する事と（おぼえがき）への署名と提出する
事によって、グローバル補助金の為のクラブ資格認定の条件が得
られます。また、2660 地区に於いては、地区補助金においても、
同様の要件を満たすことを条件とされました。
このクラブ参加資格は、１ロータリー年度になりますので、来年
の２月にも、同様の手続きが必要となりますので、日程の連絡は、
早めに、通知して頂くように、会長・幹事に、お願いしておきま
す。宜しくお願いいたします。

つづいて
ロータリー財団の歴史について、先輩方は十分に、認知されている
かと思いますが、御話させて頂きます。
中略

財団への寄付金についてですが
先ほど、ご確認いただいたかと思いますが、ロータリー財団への
寄付金として、レターケースに、封筒にて、10000 円のお願いを
しております。
ご協力、よろしくお願いいたします。

補助金について、
中略
これ等の補助金や制度が２０１３年７月からは、ＦＶＰにより、
新しいモデルが適用されました。

ロータリー財団への寄付金は、会員一人当たり、150 ドルとして
2013-2014 年度の部門活動計画により、方針として出させていた
だいていたものです。
これは、飯室会長の意向により、決定とお聞きしております。
１５０ドルに対する不足分は、財団ランチによる、積み立てによ
り、足されて、寄付されます。
１５０ドルという金額ですが、2013-2014 年度 ２６６０地区の
活動方針のなかにある、2013-2014 年度会長賞の資格対象とする
項目には、
「ロータリー財団年次基金へのクラブの寄付額が、一人あたり平
均 100 米ドル以上となる」という項目もあります。
また、ロータリー財団のリ－フレットでも、毎年１００ドルをと
呼びかけがあります。
ここでは
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。
年次基金は、財団プログラムの主な財源であり、皆さまからのご
寄付により、地元や海外において、ロータリアンが幅広い分野の
プロジェクトを行うことが可能となります。
あなたもプロジェクトに参加し、年次基金への寄付に毎年ご協力
ください。とあります。
摂津ロータリーでは、100 ドルを上回る金額を寄付しております。
この寄付金は、年次基金に当たります。
年次基金は、ロータリー財団の人道的、教育的プログラム一般を
支えるための主要な財源となります。大勢の子供たちに読み書き
の機会を与えたり、安全な飲み水を提供するために井戸を掘った
りするプロジェクトは、財団の補助金による活動のほんの一例で
す。

こちらが、現在のロータリー財団のホームページです。
中略
ロータリー財団の補助金についてですが、地区補助金・
グローバル補助金・パッケージグラントがあります。

ＦＶＰ 【FVP：Future Vision Plan 未来の夢計画】については、横
田前会長がご紹介頂いていましたので、引用させて頂きます。
ＦＶＰは人道的プロジェクトや教育的プロジェクトを実施する地区
やクラブをサポートするためのロータリー財団の新しいモデルで
す。
2010 年7 月に100 のロータリー地区が3 年間の試験段階への参加
を開始しました。そして、2013 年7 月から世界の全地区にこの新し
いモデルが適用されることになっています。ロータリー財団は新地
区補助金、グローバル補助金、パッケージ・グラントの3 種類を提
供します。
プロジェクトは6 つの重点分野
1．平和と紛争予防・紛争解決 2．疾病予防と治療 3．水と衛生設備
4．母子の健康5．基本的教育と識字率向上 6．経済と地域社会の発
展に特定され、具体的目標を目指したものとします。
新地区補助金は差し迫ったニーズへの取り組みを支援する比較的短
期間のもの、グローバル補助金は1 万5 千～20 万米ドルを支給し
て、長期的な視野から大きな影響をもたらす活動で、持続可能かつ
成果が測定できるものとされています。
こちらが今年度のリーフレットです。
参加資格と資金管理について
中略
こちらが 2013-2014 年度の 2660 地区の補助金の実績です。
続いて、ポリオについて、御話したいと思います。
ポリオについて
中略
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。

ニコニコ箱
ロータリアンたちは、もちろんお金を集めて戴くだけではあり
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。
こちらがポリオの 2660 地区からのＴＶＣＭです。
日本に於いても、1949 年頃より全国各地でポリオの流行が報告さ
れました。1960 年には北海道を中心に大流行し、１年間の患者が
5,000 名を超えたようです。
そして 1961 年６月２１日に、ソ連とカナダから、生ワクチンの緊
急輸入を決断しました。
「生ワクチンには、不活化ワクチンに比べ
て、副作用のリスクが高いことは、十分分かっていましたが、不
活化ワクチンの輸入が、出来ませんでした。」
1300 万人分のワクチンは、全国に無料で提供され、投与後、約３
ヶ月で、数十年続いた、流行は収束しました。
日本でも社会的に大きな問題となったこともあり、60 代以上の方
は、関心もあり、理解されている症例だと思います。
私は、ロータリーに、係るまで、ポリオについて、深く考えたこ
とがありませんでした。ＴＶＣＭでの呼びかけやＮＥＷＳでも、
見ていたことだと思いますが、見過ごしてきていました。
私が、現在は４５歳になりますが、私たちの世代より下の方には、
日常的に関わり合いが、極めて稀で、関心が向くことが無いよう
に思われます。
世界的に撲滅させる必要性のあること、僅かなお金で、救われる
命のある事を説いていければと思います。
ポリオの問題に関しては、ロータリー・ロータリアンの活動を通
じて非常に大きな援助も可能であることを物語っているものだと
思います。
地域の活動や会社での取り組みも、非常に大切な奉仕・援助活動
に当たるものもあると思いますので、出来る事から、取り組めれ
ばと思います。

運営委員会会報担当

枠内は今回担当者

西 田 会 員

青 木 会 員

安 藤 会 員

國 澤 会 員

益 田 会 員

宮 田 会 員

飯室会長：望田さんに写真を頂いて。
北畑会員：望田会員に写真を頂いて。
宮野会員：望田会員に写真を頂いて。
和泉会員：星翔高校文化祭にさいしての、献血に来て
頂きありがとうございました。本日は欠席
します。
佐藤会員：望田さんに写真を頂いて。
望田会員：先週の歓送迎会での演奏、楽しんで頂けた
なら嬉しいです。青木さんありがとうござ
いました。
宮田会員：①おわび 西島さん！参加すると言ってお
きながら行けずすみませんでした。
②写真ありがとうございました。
川西会員：辻井さん、お世話になって。
中川会員：10 月 27 日の国際交流協会の 20 週年記念事
業に多くの会員に参加して頂いて。
又望田さん写真ありがとう。
國澤会員：マスターズ GC レディーストーナメントで
横峯さくらが優勝。プロアマで一緒に回り
ました。
横田会員：和泉さん、宮野さんにお世話になって。
また、望田さんに写真を頂いて。
吉岡会員：写真を頂いて。
尾崎会員：望田会員より写真を頂いて。
光田会員：望田さんに写真を頂いて。
西田会員：望田会員に写真を頂きありがとうございま
す。
青木会員：望田さん、お写真を頂きありがとうござい
ます。
樋上会員：写真を頂いて。
辻井会員：11 月もよろしくお願いします。
写真を頂きありがとうございます。
郷木会員：たくさん写真を頂いて。
東谷会員：望田さんに写真を頂いて。
木原会員：送迎会の写真を頂いて。
神田会員：望田さん写真ありがとう！
岩城会員：先日の事務局の歓送迎会に参加して例会よ
り出席者が多くてオドロキカンゲキ！
北畑・宮野会員：歓送迎会にたくさん来て頂きありが
とうございました。
平岡さん：先日の歓送迎会では皆様より温かいお言葉
や歓迎をいただき有難うございました。又
たくさん写真ありがとうございました。

ニコニコ累計

４４４，９１５円

