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「ロータリー財団月間」と「ポリオ撲滅」について

2017-18年度国際ロータリー会長イアン・ライズリー

11月は「ロータリー財団月間」です。財団のこれ

までの功績を振り返るだけでなく、今 現在の活動状

況、今後の活動内容について思いをめぐらせるのに

最適なときでもあります。

前ロータリー年度では、合計3億400万ドル（約3

46億円）の寄付（年次基金：1億4,000万ドル、恒

久基金：2,800万ドル、ポリオプラス基金：1億800

万ドル）がロータリー財団に寄せられました。このご

寄付は、今日のロータリーの活動を支え、明日のロー

タリーを強化し、「世界でよいこと」をするために生か

されています。

財団はまた、494件の地区補助金、1,260件の

グローバル補助金を承認し、これらをあわせた資金

は1億1,100万ドル（126億5,400万円に上りました。

ご存知の通り、ポリオ撲滅はロータリーとロータリー

財団の最優先事項です。これまでになかった新しい

支援が得られ、ポリオの発症数が史上最少となった

今年は、ポリオ撲滅活動の中でも歴史的な1年とな

りました。

アトランタ国際大会で発表された通り、ビル＆メリ

ンダ・ゲイツ財団はロータリーが集める資金に対し2

倍の上乗せを継続して行います（上乗せの対象は

年間5,000万ドルまで、3年間継続）。毎年5,000万

ドルの寄付を達成できれば、ゲイツ財団から1億ドル

の上乗せが得られ、合計で実に1億5,000万ドルの
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寄付となります。この上乗せが3年間継続するので

す。さらに、アトランタ国際大会では各国政府や主要

な寄付者から、合計で10億ドル以上のポリオ撲滅

への寄付が約束されました。

アトランタ国際大会のおかげで2017-18年度を

景気よくスタートすることができました。年度が始まっ

てからも、ロータリアンはポリオ撲滅という私たちの約

束を果たすために募金活動に奔走しているだけでな

く、ポリオ撲滅の重要性を一般の人たちに訴え続け

ています。10月24日に行なわれた第5回世界ポリ

オデー特別イベントも大成功に終わりました。

このイベントは、シアトルのビル＆メリンダ・ゲイツ

財団本部で開催され、ライブ中継されました。実に1

49,000人がライブ中継を視聴し、この数はこれまで

で最多です。イベントには、ディーン・ロース副会長

がロータリーを代表して参加しました。

さらに、世界各地で3,428件の世界ポリオデーに

ちなんだイベントが開催されました。

2016年に野生型ポリオウイルスで麻痺となった

子どもは37人でしたが、2017年の今日現在、この

数字は13人となっています。これはつまり、限りなく

「ゼロ」に近づいていることを意味しています。

（最新情報は、世界ポリオ撲滅推進活動（GPEI）

のウェブサイトhttp://rotary.msgfocus.com/c/16

ePqpxIpqRwf5ojEPP1fYIWMR。）

今こそポリオを撲滅するだけでなく、独立委員会

により撲滅が認定されるまで、できることすべてを行

う必要があることを忘れてはなりません。

撲滅の認定には、最後に野生型ポリオウイルスが

発見されてから3年を要します。これはつまり、この3

年間の間に、子どもだけでなく、水の供給システムや

その他の場所からポリオウイルスが全く発見されな

い状態を意味します。これが達成できて はじめて、

ロータリーとロータリー財団による最も素晴らしい達

成、ポリオの終焉を祝うことができるのです。

ロータリアンに心を込めてご協力の感謝とお願い：

すでにご寄付をいただいている会員の皆様には感

謝いたします。また、これからご寄付いただく予定の

会員皆様につきましては、寄付頂いたお金の使い方

は述べた通りです。何卒ご協力の程 宜しくお願い

いたします。

①本日は夜会長幹事感が開催されます。

②11/14（火）クラブ研修リーダセミナーが行われ

私と鈴木会長エレクトが参加してまいりました。

③11/24（金）地区会員増強・会員維持セミナーが

開催されます。

④11/25（土）米山学友会主催「国際交流会」が開

催されます。

⑤渡辺晴夫パストガバナーお別れ会が１２月８日

（金）に行われますのでご参加される方は詳細に

ついて事務局までお問い合わせください。

⑥職業奉仕実践例提供のお願いが来ております。

⑦臨時役員理事会が開催され「長寿会員のお祝い

の会開催」について承認可決されました。

⑧11/23（木）は祭日休会です。お間違えの無いよ

うお願いいたします。

親睦活動委員会 梅田 秀雄 委員長

11月30日北京飯店18

時30分より、友志によりま

すお祝いの会を開催いたし

ます。米寿上田 利久会

員、傘寿髙橋 政勝会員、

古希藤田 方己会員の3

名の方々のお祝いを行います。多くの皆様のご出席

をお願いいたします。

12月21日北京飯店にて、クリスマス家族例会を

開催いたします。そこでお願いですが、ご家庭にい

ただき物や、使用していない物等ありましたら、お一

人様一点お持ちいただけますようお願いします。

奉仕プロジェクト委員会 橋本 日吉 委員長

11月11日奉仕プロジェクト、

公共イメージ委員会合同主

催の松風園の子供たち、ご家

族とともに映画鑑賞の節は、

会員の皆様のご協力とご理解

で子どもたちもご家族、松風園のスタッフの皆様には、
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大変喜ばれました。小栁会長のターゲット「みんなが

主役、一人ひとりが主役」で開催出来ました事に感

謝いたします。ありがとうございました。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 苗加 真敬 委員

配偶者誕生日 藤田 真佐子 夫人 11月16日

梅野 義信 様 11月21日

竹野 明日子 夫人11月21日

石川 智子 夫人 11月27日

野口 陽子 夫人 11月27日

髙橋 瑠璃子 夫人11月29日

結婚記念日 橋本 日吉 君 11月21日

創業記念日 郡司 守 君 11月27日

「次世代タクシー

今後の公共交通機関について」

横浜トヨペット（株）

法人営業部 山田 敏昭 様
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小栁 智裕 会長、北砂 明彦 幹事

本日は横浜トヨペット（株）山田敏昭様、よろしくお

願いいたします。先週末ご出席いただきました皆様

お疲れ様でした。しらかし会の方より感謝のお言葉

を頂いております。

新村 千成 君

先日の映画鑑賞お疲れ様でした。子どもたちに

喜んでもらえて、嬉しく思っております。今日一日よ

ろしくお願いいたします。

番 桂柳 君

家内の誕生日に素晴らしいお花ありがとうござい

ました。

髙橋 政勝 君

今日は女房の誕生お祝い頂きありがとうございま

した。

郡司 守 君

創業記念日のお祝いありがとうございます。親会

社の意向でプレス加工の会社から後退して、部品

賃貸業に転向してなんとかやっております。

石川 達男 君

妻の誕生日をお祝いいただきありがとうございます。

苗加 真敬 君

創業記念日のお祝いありがとうございました。

板垣 克浩 君

誕生日、入会記念お祝いありがとうございます。

竹野 国敏 君

配偶者誕生日のお祝いを頂きありがとうございま

す。

橋本 日吉 君

①11/11（土）開催のしらかし会の子供たち・ご家

族と共に映画鑑賞会には、皆様のご協力と多くの

ご出席を頂きありがとうございます。

②38年目の結婚記念日を祝って頂きありがとうご

ざいます。後何年もつでしょうか？

スマイルボックス 橋本 日吉 副委員長 本日 \12,000 累計 \279，309


