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◇歌唱 「手に手つないで」 「覇気あれ我クラブ」  ◇ロータリー財団大口寄附  田中賢三君  
◇会長挨拶         ◇幹事報告 
◇卓話 「End Polio キャンペーンについて」脇洋一郎様（地区財団資金運営委員長・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 
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＝本日の例会行事＝ 

年 月 日創立 

地区 

２０１３～２０１４年度 

2013 年 10 月 24 日（木） 第２６００回例会 天候：曇り 司会：古知屋光洋副幹事 No. 16 

◎ゲスト・ビジター紹介 

脇洋一郎様（ゲストスピーカー・地区財団資金運営委

員長・茅ヶ崎湘南ＲＣ）         

◎幹事報告 

◇国際ロータリーより 

＊ロータリー財団年次基金寄附についてロン･バートン

2013-14 年度国際ロータリー会長および李東建ロータリー

財団管理委員長から、皆様へお礼の言葉 

◇ガバナー事務所より 

＊地区大会：台風について  １０/２６（土）・１０/２７(日)の

両日とも地区大会は予定通り開催します。 

  （台風による危険を避けることを第１に考え、クラブ、個

人のレベルでご判断下さい。） 

＊２０１３年規定審議会にて決定した各種規定を反映した

日本語版標準ロータリークラブ定款が 

  入手可能となりました。（日本語版２０１３年手続要覧は２

０１４年１月頃出版の予定） 

  ※入手希望（メール転送・印刷物のいずれか）の方は、

クラブ事務局までお申し出ください。 

◇６ＲＣ親睦ゴルフ大会ホストクラブ（茅ヶ崎中央ＲＣ）より 

参加者リストの提出と登録料・協賛金支払の依頼 

◇タウンニュース 

◎表彰 

ロータリー財団大口寄附  田中賢三君 

(クリスタル盾・ダイヤモンドピン) 

例会後のロータリー勉強会風景。20 名参加の盛会でした 

◎例会変更 

☆寒 川    １１/ ４（月）  休 会 （祝日のため） 

          １１/１１（月） １８：００点鐘  

ビジター費：４，０００円（例会後、新会員歓迎会） 

          １１/１８（月） ⇒ １１/１７（日） ９：００点鐘  

さむかわ中央公園（寒川町産業まつりに振替） 

☆茅ヶ崎中央 １０/２５（金） ⇒ １０/２７（日）  

１２：３０点鐘 地区大会に振替 
 

ゲストスピーカーの脇洋

一郎様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 



 
◎出席報告 半田朋子会員 

日時 回 現会員 計算会員 出席 ＭＵ済 欠席 暫定出席率 修正出席率 

１０／２４ ２６００ ４０ ３７ ２６ ２ ９ ７５．６８％  

１０／１０ ２５９８ ４０ ３４＋６ ３６ １＋０ ３ ９２．５０％ ９２．５０％ 

 卓話「End Polio キャンペーンについて」 

地区財団資金運営委員長・脇洋一郎様（茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

 ＲＩは多年にわたりポリオ撲滅のために活動してまいりまし

た。ロータリーがポリオとの戦いに乗り出した 1985 年に 35 万件

だった発症例は、2012 年には 250 件を下回りました。これは過去

低の発症例であり、発症が報告された国の数も 120 ヵ国から 3

ヵ国まで減りました。ここに至るまでには、世界中の各クラブ、

そしてロータリアンの皆様のご理解と絶え間ない支援と寄付の賜

物です。深く感謝致します。ポリオのない世界の実現まで本当に

あと少しです。 

今後も感染の拡大を防ぐために活動を継続する必要がありま

す。今ポリオを撲滅しなければ、今後 40 年間に 1,000 万人の子供

がポリオに感染すると予想されています。残る三つの常在国はい

ずれも紛争地帯であり子供たちへのワクチン投与には多大な経費

と危険と時間が伴います。ポリオ根絶まであと一歩となりました

が、ここで手を緩めることは今までの努力を水泡に帰すこととな

ります。国際化が進展している今日では日本の子供たちにとって

も大きな脅威となります。他人ごとではないのです。 

 現在ロータリーは世界ポリオ撲滅推進計画に参加して活動して

います。この計画ではロータリーの他にユニセフ、世界保健機構、

米国疾病対策センター、ビルゲイツ財団が中心となって、世界か

らのポリオの撲滅に取り組んでいます。このようなポリオ撲滅の

今後の進展のためにＲＩは今後 3 年間で 7,500 万ドルの寄付を国

連の場で表明しました。この金額は単年度では 2,500 万ドルです。

ＲＩ第 2780 地区が属する第 2 ゾーンには 90 万ドルの寄付要請が

来ております。これを地区単位で分担すると 10万ドルになります。

当地区ではこのうちの 2 万ドルはＤＤＦから負担することになり

ますので、次年度は皆様のご協力により 8 万ドルを集めることが

必要です。 

このための寄付目標額として一人当たり 40ドルのご協力をお願

いすることとなります。この 40 ドルは地区活動財団方針に掲げま

した一人当たり 200ドル以上の年次寄付とは別のものとなります。

皆様にはご負担をおかけすることになりますが、次年度はポリオ

のない世界の実現まであと一歩という状況を踏まえて、ポリオ撲

滅に皆様のさらなるご理解、ご協力を賜りたくよろしくお願い申

し上げます。 

◆厚木鮎祭り「End Polio キャンペーン」の報告◆ 

8 月 3日(土)4 日(日)と二日間にわたってキャンペーン、募金活

動を実施しました。第６グループの参加各クラブ、インター・ア

クト、ローター・アクト、地区公共イメージ委員会、地区Ｒ財団

委員会、地区関係者のご努力により、ロータリーが 1985 年より継

続してきたポリオ撲滅のための活動について来場者にご理解とご

協力をいただく機会としました。 

募金金額は 1 日目が 120,804 円、2 日目が 106,855 円、合計

227,659 円となりました。その内訳は 1万円札 4枚、5千円札 5枚、

千円札 77 枚、硬貨 85,659 円でした。中でも多かったのが 100 円

硬貨です。多くの子供たちが親御さんと一緒に小さな手で募金箱

に硬貨を入れてくれました。今回はポリオについて、RI の作成し

たパンフレットを多数配りました。手渡ししたときには無反応だ

った人々が、帰り際に募金していく姿が多く見受けられました。

ポリオは遠い国の出来事ではなく、現在の日本の子供たちにとっ

ても脅威であるという事実をご理解いただいたことと受け止めて

おります。 

スマイル報告 中山富貴子会員 

脇洋一郎様（地区財団資金運営委員長・茅ヶ崎湘南ＲＣ） 

地区財団資金運営委員長の脇です。茅ヶ崎ロータリークラ

ブの皆様、相澤ガバナーの財団寄付目標・1 人当り年次寄

付 200 ドル以上、ポリオ基金 40 ドルをよろしくおねがい

致します。本日の卓話、よろしくおねがい致します。 
出口敬純君＆横山貢君 茅ヶ崎湘南クラブ・脇洋一郎様、

ようこそいらっしゃいませ。またまた台風が近づいて来て

います。雨風対策には充分気を付けましょう。 
田中賢三君 脇ロータリー財団地区副委員長、本日のスピ

ーチよろしくお願い致します。財団表彰たいへん有難うご

ざいます。 
伊藤留治君 茅ヶ崎湘南ＲＣの脇様、本日はようこそ。 
加藤 寛君 脇さんようこそ。卓話宜しく。昨日迄、瀋陽・

撫順・天津に行って来ました。天津のお店はまずまずです。 
山口利通君 脇さんようこそ。本日のスピーチよろしくお

願い致します。 
斉藤信夫君 脇さん、いつもお世話になっています。 
平井 茂君 湘南の脇さん、卓話ご苦労様です。田中さん、

財団の表彰おめでとうございます。 
大森久巳男君 茅ヶ崎湘南ＲＣ・脇洋一郎様、ようこそい

らっしゃいました。卓話楽しみです。 
成田栄二君 ゲストスピーカーの脇さん、卓話よろしくお

願いします。 
澤邑重夫君 脇さん、ようこそいらっしゃいました。本日

は、卓話何卒よろしくお願いいたします。 
杉本行廣君 地区財団副委員長・脇さん、今日はご多忙の

中、卓話を頂き有難うございます。 
加瀬義明君 脇さん、今日は卓話よろしくお願い致しま

す。 
程島利通君 茅ヶ崎湘南ロータリー・脇洋一郎様、財団卓

話有難うございます。 
西山国男君 脇洋一郎様、ようこそいらっしゃいませ。卓

話宜しくお願い致します。 
小林 亨君 お客様ようこそ！茅ヶ崎湘南の脇洋一郎様、

本日はよろしくお願いします。大阪は雨が強く降っていま

した。 
吉田恵子君 又、台風が近づいてきましたね。脇様、卓話

楽しみにしております。 
和田幸男君 地区財団副委員長・脇様、卓話よろしくお願

い致します。田中ガバナーノミニー、大口寄付表彰おめで

とうございます。 
古知屋光洋君 今年台風が多いですね。今週もまた２つや

って来るようです。「雨ニモマケズ風ニモマケズ」ですね！ 
杉田祐一君 茅ヶ崎湘南ＲＣ・脇洋一郎様、ようこそいら

っしゃいました。卓話も楽しみにしております。 
中山富貴子君 台風が近づいております。皆様お気をつけ

になって下さい。 
［本日 22 件、29,000 円です］ 
 


