
皆さんこんにちは。本

日はロータリー財団につ

いて話してみたいと思い

ます。

ロータリー財団はロー

タリーが基金を作って全

世界的な規模で慈善、

教育その他の社会奉仕の分野で｢何か良いことをしよ

うではないか｣と6人目のRI会長であるアーチクランプ

が1917年のアトランタ大会で提案いたしました。最初

に寄せられた寄付金は26ドル50セントでした。この基

金がやがて117年の歴史を刻むあいだに世界でロー

タリーを不滅の存在にしていきました。

2019年20年度の補助金の総支出額は3億6200

万ドルに達しています。日本円に換算すると約47億

円になります。ロータリー財団の補助金は地区補助

金とグローバル補助金になりますが、地区補助金は

財団の使命に関した小規模で短期的なプロジェクトに

使い、グローバル補助金はロータリーの7つの重点分

野に資金提供されます。それは1平和構築と紛争予

防 2疾病予防と治療 3水と衛生 4母子の健康 5

基本的教育と識字率の向上 6地域社会の経済発

展 7環境の7分野です。そして疾病予防と治療の分

野でポリオプラスに対して40％以上の資金が使われ

ています。今コロナウイルスの感染が拡大しています

が、ロータリーの最優先課題がなぜポリオ根絶なのか

お話しいたします。

ロータリーは35年以上ポリオ(小児マヒ)を世界から

根絶するための活動を続け大きな進展を遂げてまい

りました。世界根絶推進活動を立ち上げたパートナー

としてポリオの症例を99.9％減らす貢献をしてきまし

た。今日野生型ポリオウイルスの常在国はアフガニス

タンとパキスタンを残すのみとなっています。またこの

根絶活動を今ストップした場合10年後には20万人も

の子供がポリオによるマヒ障害に犯される可能性があ

ります。現在も野生型ポリオウイルスが存在する2カ

国からポリオを完全に根絶し、他の国をポリオフリー

(ポリオのない状態)に保つことが重要です。あと少しに

なりましたポリオ根絶に皆様のお力をお貸し下さい。

財団の寄付は200＄、ポリオ根絶には40ドルです。よ

1

【 本日のプログラム 】 8月4日 クラブフォーラム 「会員増強について」 会員増強委員会

【 次回予告 】 8月18日 クラブフォーラム 「会員増強についてPartⅡ」 会員増強委員会

【 第2054回例会】 令和4年7月28日（木） 【 司会SAA 】 北砂 明彦 君

【 斉唱 】 「奉仕の理想」 【 SL 】 小野 泰弘 君 【 四つのテスト】 鈴木 洋子 君

【 ゲスト 】 海老澤善幸 様、飛田真晴 様 【 ビジター 】 吉岡善一 様、相原聰 様（大和RC）

樋田一徳 様、佐藤昌太郎 様、山田和彦 様（座間RC）、塩田正雄 様、平田俊博 様（大和田園RC）

会員数 出席者 出席率 前々回修正 出席免除 欠席者 7名(敬称略)

25名 17名 70.83% 76.00% 1名 原嶋、池澤、板垣、岸、向井、新村、苗加

会長の時間 石川 達男 会長
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ろしくお願い申しあげます。

大和RC 会長 吉岡 善一 様

幹事 相原 聰 様

座間RC 会長 樋田 一徳 様

幹事 佐藤 昌太郎 様

大和田園RC 会長 塩田 正雄 様

幹事 平田 俊博 様

①地区より第25回神奈川県ロータリークラブ親睦チャ

リティ野球大会のご案内が届いております。

②9月27日（火）「新会員の集い」が開催されます。

対象者の方は是非ご出席ください。

③髙橋政勝会員より切手のご寄付を頂きました。い

つもありがとうございます。

④8月の定例理事会は8月18日（木）に変更とさせて

頂きます。よろしくお願いします。

【お祝いの方々】

親睦活動委員会 中村 友彦 会員

配偶者誕生日 北砂 仁美 夫人 7月29日

入会記念日 向井 嘉男 君 8月1日

「特殊詐欺等防犯講話」

大和警察署生活安全第一課

防犯少年係

警部補 海老澤 善幸 様

巡査部長 飛田 真晴 様
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委 員 会 報 告

卓 話

幹事報告 竹野 国敏 幹事

吉岡 善一 様（大和RC）

皆様、こんにちは。本日は、表敬訪問にお伺いまし

た。よろしくお願いいたします。

相原 聰 様（大和RC）

今年度のインターシティミーティングに最大限ご協

力したいと思います。よろしくお願いいたします。

樋田 一徳 様（座間RC）

石川会長を始め、大和中RCの皆様には日頃より

大変お世話になっております。本日は表敬訪問とし

て3名で伺わせて頂きました。今年度よろしくお願い

いたします。

佐藤 昌太郎 様（座間RC）

大和中RCの皆様、お世話になっております。本日

はよろしくお願いいたします。

山田 和彦 様（座間RC）

本日は、大和中ロータリークラブへ初めて来ること

スマイルボックス 小野 泰弘 委員 本日 ￥17,000 累計 ￥５３，０００
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が出来ました。地区では辻さんにお世話になっており

ます。楽しみたいと思います。本日はよろしくお願い

いたします。

塩田 正雄 様、平田 俊博 様（大和田園RC）

大和中RC石川会長、竹野幹事、本日は訪問させ

ていただき、ありがとうございます。一年間よろしくお

願いいたします。

石川 達男 会長、竹野 国敏 幹事

大和警察生活安全第一課警部補海老澤善幸様、

同巡査部長飛田真晴様、本日はよろしくお願いしま

す。大和RC会長吉岡善一様、幹事相原聰様、座間

RC会長樋田一徳様、幹事佐藤昌太郎様、公共イメー

ジ理事山田和彦様、大和田園RC会長塩田正雄様、

幹事平田俊博様、ようこそお越し頂きありがとうござ

います。

橋本 日吉 君

本日はお忙しい中、時間を取って頂きありがとうご

ざいます。大和警察署生活安全第一課防犯少年係

警部補海老澤善一様、巡査部長飛田真晴様、よろ

しくお願いします。

小栁 智裕 君

大和RC吉岡会長、相原幹事、座間RC飛田会長、

佐藤幹事、公共イメージ理事山田様、大和田園RC

塩田会長、平田幹事、ようこそ。一年間ご指導よろ

しくお願いいたします。

入江 公敏 君、辻 彰彦 君

大和警察署生活安全第一課海老澤様、飛田様、

今日の卓話楽しみにしてます。大和RC吉岡会長、

相原幹事、座間RC樋田会長、佐藤幹事、山田公共

イメージ理事、大和田園RC塩田会長、平田幹事よ

うこそいらっしゃいませ。

阿萬 正巳 君

先日はご苦労様会を開催頂きましてありがとうござ

いました。

北砂 明彦 君

大和警察署海老澤様，飛田様、本日は卓話よろ

しくお願いします。大和RC吉岡会長、相原幹事、座

間RC樋田会長、佐藤幹事、公共イメージ理事山田

様、大和田園RC塩田会長、平田幹事皆さま、ようこ

そお出で下さいました。家内の誕生祝ありがとうござ

います。お花のおかげで今週は機嫌か良いと思いま

す。助かります。

中村 友彦 君

本大和RC吉岡会長、相原幹事、座間RC樋田会

長、佐藤幹事、公共イメージ理事山田様、大和田

園RC塩田会長、平田幹事、ようこそお越し下さいま

した。本日よろしくお願いいたします。大和警察署生

活安全第一課防犯少年係海老澤警部補、飛田巡

査部長、お忙しい中、ありがとうございます。本日の

卓話よろしくお願いします。

直前会長幹事ご苦労さん会 7月22日（金）ウマイファクトリー大和店にて

阿萬 正巳 直前会長、中村 友彦 直前幹事 一年間お疲れ様でした


