第1058回 例会
■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■修正出席率
■スピーカー

Ｎｏ．１６ 平成２９ 年１１月３０日 (木)
「それでこそロータリー」
会員４６名中２３名出席
５３.４９％
出席計算人数４３名
１１月９日 ９５.１２％
ランニングチーム百花繚☆ＲＵＮ
代表 亀井智貴 様

会長挨拶
田島陽介
みなさん、こんにちは。
先日の地区大会にご出席頂いた方には有難うございま
した。話題の池上彰さんの講演は、７０代のお年にもか
かわらず９０分の時間をみっちりとお話いただき感心致
しました。さて、２週間ほど前ですが仕事に向かう道筋に
新しいラーメン屋さんが出来ているのに気づき、こんなと
ころに出来たのかとお店を見ながら信号発進したところ、
前の軽自動車に当たってしまいました。その時はお互い
怪我もなく警察も物損事故ということで処理されたのです
が、その後、相手の方の首が痛くなり治療を受けられて、
１０日後に診断書が出まして人身事故となりました。そし
て今日、さきほど現場検証に行ってきたのですが、警官
の方が自転車でみえました。大分距離のある昭和警察
署から自転車でいらしたということで申し訳なく思い謝罪
して、どうして自動車じゃないのかと伺ったところ、署に
予算がなくて車が足らないのだという事でした。以前、中
RC が中警察署に寄付をしているという話を聞いたことが
あったのですが、その時はなぜ警察署に寄付をと不思
議に思っていたのが、こういうことかと納得した次第です。
今回、人身事故という事で５点減点となり、あと１点で免
停となってしまいます。皆さんも車の運転中は前をしっ
かり見て気をつけて下さい。

例会のご案内
◎１２月７日（木） 第 1059 回例会

「年次総会」

◎１２月１６日（土） 第 1060 回例会 例会変更
「Xmas 家族例会」 クレストンホテル 18：00～

ニコＢＯＸ
西川さん 今月は私の誕生月です。お祝いを有難うござ
います。先日、喜寿の祝いを子ども達がしてくれました。
長谷川さん 11 月は財団月間の為、5 つのクラブで卓話
をさせていただきました。16 日もほかのクラブで卓話をし
ていた為例会に出席できず失礼しました。
渡邉さん 本日のクラシック音楽は『2 台のピアノのため
のソナタ ニ長調』（モーツァルト）をお楽しみください。
松尾さん すみません。お先にしつれいします。
●本日は世界中の超ウルトラマラソンに挑戦されている
亀井智貴様に卓話をいただきます。亀井様、ようこそお
越し下さいました。会員一同心より歓迎申し上げます。本
日はどうぞ宜しくお願い致します。
田島会長、武山幹事、田中、岩田、小原、山﨑、松尾、
安江、水野、矢野、恵利、後藤、亀井、宮崎、高山、河原、
大橋、森田（敬称略）
本日合計 ４３，０００円

2018-19 年度地区委員会委嘱状伝達

2018-19 年度地区米山奨学委員の委嘱状を、磯部 徹さ
んに伝達致しました。

会員ひとくちメモ
「近況報告」
森田正樹
最近、地区内の他クラブの方とよくゴルフに行っている
のですが、うちのクラブは他クラブとの交流がなく閉鎖
的だなと感じることがあります。会員数も同じくらいか
少ないくらいなのに地区委員会などにも活発に参加し、
会員増強も積極的に行っています。うちももっと頑張ら
ないといけないなと思っています。
ほかには、川原先生にお礼を述べたいことがあります。

先生の出版された炭酸泉の本のおかげで、うちで作って
いる機器がバカ売れしています。有難うございます。

第 1057 回 例会
■ﾛｰﾀﾘｰｿﾝｸﾞﾞ
■出席報告
■出席率
■修正出席率
■スピーカー
■ゲスト
■ビジター

Ｎｏ．１5 平成２９ 年１１月１６日 (木)
「我等の生業」「四つのテスト」
会員４６名中２３名出席
５３.４９％
出席計算人数４３名
１１月２日 休会
地区財団委員会 松田茂治さん
中野さんゲスト 加藤真樹子様
矢野さんゲスト 高橋伸人様
福井 RC 清川卓二さん

会長挨拶

卓 話
「世界七大陸の超ウルトラマラソンに挑戦して」
ランニングチーム百花繚☆ＲＵＮ代表 亀井智貴

誕生日
1日
2日
3日
4日
18 日
19 日
数々のウルトラマラソンの経験談をお話頂きました。
◎プロフィール
聖心美容外科 名古屋院 院長
忙しい仕事の合間を縫って日本国内はもとより、ギリシャ、
韓国、カナダ、アメリカ、南アフリカ、フィンランドなど世界
各国のマラソン大会に参加。今後も世界中の大会に参
加予定。

田島陽介

こんにちは。
先々週、文化の日に久しぶりに連休がとれましたので、
奄美大島に行ってきました。本土以外で一番大きな島は
沖縄本島です。２番目は佐渡島、３番目が奄美大島で、
４番目は対馬、５番目は淡路島となります。奄美大島の
面積は沖縄の 60％ですが、人口が６万人と少ないため
大変のんびりした良い雰囲気でした。関空から直行便で
行ってきました。沖縄には皆さんよく行かれていると思い
ますが、どうぞ奄美大島にも足をのばしてみて下さい。

21 日
29 日
30 日

１１月の祝福
結婚記念日
恵利有司さん
後藤さんご夫人
河原さん、成田さん
藤田さん
堀江俊通さん
上野直樹さん
岩田さんご夫人
矢野さん
西川 博さん
今村昌根さん

ニコＢＯＸ
地区ロータリー財団資金推進委員長 松田茂治様
本日のロータリー財団卓話宜しくお願いします。
田島会長 皆様、堀江亮介君よろしくお願いします。
大塚さん マレーシアの国際医学会で息子が無事に講演
してきました。
中野さん 長与千種のマネージャー、加藤真樹子を紹介
させていただきます。よろしくお願いします。
松尾さん すみません。お先にしつれいします。
●本日は財団月間に因み、地区財団委員会より資金推
進委員長の松田茂治様を卓話にお招き致しました。松田
様、ようこそお越し下さいました。本日はどうぞ宜しくお願
い致します。
武山幹事、藤田、岩田、後藤、矢野、古川、河原、
森田、水野、成田、西川、高山、田中、安藤、亀井、
磯部、山﨑（敬称略）
●秋の健康感謝ニコニコＤａｙ 磯部さん、中野さん
本日合計 ５３，０００円

入会式
新会員をお迎えいたしました。会員一同心より歓迎申し
上げます。
堀江亮介さん （紹介者：田島陽介、安藤正道）

新会員紹介
氏名
紹介者
職業分類
生年月日
趣味
事業所

堀江 亮介
ホリエ リョウスケ
田島陽介、安藤正道
一般弁護士
1975 年 12 月 10 日
トライアスロン、
ダイビング、登山

中綜合法律事務所
460-0003 名古屋市中区錦 3-5-27
錦中央ビル 10 階
TEL052-962-8778
FAX052-962-8780

ゲスト
㈱マーベルカンパニー専務取締役 加藤真樹子

女子プロレスラーの長与千種氏とともにマーベルカンパ
ニーを運営されています。本日は団体の活動について
お話頂きました。

財団月間卓話
「ロータリー財団」
地区財団委員会 資金推進委員長 松田茂治
名古屋丸の内ＲＣの皆さん、本日はロータリー財団卓話
の機会をいただきましたこと感謝申し上げます。
私は地区ロータリー財団委員会 資金推進委員長を拝
命しております松田と申します。西尾ＲＣ所属です。
本日はロータリー財団これからの１００年を目指してと題
して卓話をさせていただきます。また、卓話の中で申し
上げ難いことをお願いする場面があろうかと思いますが、

どうぞよろしくお願い致します。

先ず卓話に入る前に「ロータリークラブは、どの様な団
体ですか」と聞かれたら直ぐに答えられる方みえます
か？これらの活動は、正しくロータリー財団そのもので
ございます。本日は、ロータリー財団について、当地区
が取り組んでいる事例を交えて話をさせていただきま
す。
１．ロータリー財団への寄付について、2．ポリオ撲滅活
動について３、ロータリーについての順で話をさせてい
ただきます。
まずもって前年度はロータリークラブ様に於かれまして
は、年次基金寄付１８９．２０ドルありがとうございました。
地区目標の１８０ドルを達成されたクラブが４０クラブ、恒
久基金は３９クラブに止まっています。年次寄付の東名
古屋分区や恒久基金の西三河分区を見ますと特徴があ
るような気がします。昨年度は、ロータリー財団設立 100
周年を記念して 104 万ドルのご寄付を頂けました。
当地区で 100 万ドルを超えたのは初めてのことで、本当
に感謝申し上げます。1 人当たりで比べると埼玉、神奈
川、東京など都市部が上位を占めていましたが、当地区
は３４地区中１０位で丁度良いところだと思いました。
今年度の地区寄付目標をお伝えさせていただきます。
先ずＲ財団日本事務局の目標は昨年と同じ金額です。
今年度の年次基金寄付は、150 ドルとさせていただきま
した。恒久基金寄付は、各クラブ 1 名以上お願い致しま
す。各クラブでは、どの様に対応されていますでしょうか。
因みに西尾クラブは、会長が寄付するルールになって
いますので、毎年目標を達成するようになっています。
一つの方法としてルール作りを提案しましたが、毎年、
ご相談いただいても構いませんので目標達成に向けて
ご検討いただきたく存じます。
ポリオ寄付につきましては、クラブでお決めください。
５ドルでも１０ドルでも構いません。
今年度から年次基金寄付とは別にご支援をお願い致し
ます。今年度は、ダイナースのクラブカードを積極的に
取り組んでまいりたいと考えております。
メジャードナーは、地区で 5 名以上が目標となっていま
す。個人累積寄付額 1 万ドル、若しくは大口寄付です。
皆様、ご理解とご協力を宜しくお願い致します。
ロータリー財団委員会の大きな任務は、5 つの小委員会
を統括し、ロータリー財団委員会全般の管理、運営、広
報、研修等を行うことです。

資金管理委員会はクラブとのＭＯＵや補助金を使った事
業での報告に関する内容の妥当性を監視しています。
資金推進委員会は人道的支援を含めた支援活動に必要
な資金を提供すべくその活動資金をお願いする委員会
です。
補助金委員会は地区活動資金での地区補助金やグロー
バル補助金を申請から報告までの担当を受け持ちます。
審査ではなくサポートをしています。
ポリオプラス・ＶＴＴ委員会は 2 つの委員会から構成され
ます。エンドポリオに向けたアドボカシー支援とＷＦＦな
どの活動でファンドレージングを行っています。
ＶＴＴは当地区未来の夢計画以降、毎年医療関連の支援
事業を継続して行っています。
奨学基金・平和フェローシップ委員会はグローバルを使
った奨学生の募集から面接、申請の支援から帰国後の
交流まで、担当しています。
ＷＦＦは今年も１０月１４～１５日モチノキ広場にて開催さ
れました。これは単なる食の祭典をロータリアンが行っ
ているんではなく、ファンド・レージングをかねた支援事
業を主体と考えています。今年はフィリピンへの支援事
業のための祭典でした。
Ｒ財団でも毎年ポリオ撲滅ブースを構え「エンド・ポリオ」
の（啓蒙活動）と募金のお願いをしております。
今年度ロータリー財団委員会が発信したリーフレットをご
覧ください。財団の寄付、補助金の仕組み、地区活動資
金の活用、地区補助金事業、グローバル補助金を使っ
たＶＴＴ事業、平和フェロー等、わかりやすく紹介していま
す。財団は意外にもいろいろな事業に携わっています。
ポリオの正式名称は「急性灰白髄炎（きゅうせいかいはく
づいえん）」、一般に「小児まひ」とも呼ばれます。
実は我が日本でもポリオと闘い撲滅を勝ち取った歴史が
あります。1949年より各地で流行・1960年をピークでした
が 翌年より急速に減少しました。
・それは 1961 年 6 月当時東西冷戦時代にソ連から生ワ
クチン緊急輸入が実現し・同7月から一か月間で1300 万
人超の小児に一斉投与されたからです。
・この後激減し、1980 年以降、野生株ウィルスによる患
者発生ゼロとなる。
・NIDs ( National Immunization Days ) 接種日を決め全
国的に一斉に施工するワクチン投与方式は WHO に採用
され日本はポリオ絶滅のパイオニアとなることができた
のです。
日本は世界から多くの支援を受けました。このことを忘
れてはなりません。活動を始めた当初は、世界で毎年
35 万人がポリオに感染していましたが、2014 年には、わ
ずか 356 件のみとなりました。
2014 年に、絶対にポリオフリーは不可能だと言われてい
たインドがポリオ撲滅宣言をいたしました。
2015 年 9 月 25 日付けで、ＷＨＯ（世界保健機構）は、ナ
イジェリアを野生株ポリオ常在国リストから解除致しまし
た。残るは、パキスタンとアフガニスタンの２国になりま
した。この２国も昨年と比べると大幅に減少しています。
世界からポリオが撲滅されるのは目前です。
しかし、最後まで気を抜くことは出来ません。

もし、今ここで撲滅のための活動のペースを落とした場
合、さまざまなリスクが生じることになるからです。
再流行が起きた場合、2022 年までに毎年 20 万人の子ど
もがポリオに感染する可能性が予測されています。
また、現在ポリオフリーに認定されている国にも、再び感
染が拡大することになります。さらに、現在までの 110 億
ドル以上の投入資金が水の泡となってしまいます。この
うち、１５億ドルはロータリアンからの寄付です。
このため、しなければならないことは何でしょうか。
一層のサーベイランス、監視活動の強化が必要です。
そのためには、活動に携わる人員の確保・強化は不可
欠です。もちろん、ポリオ常在国だけでなく、ポリオフリ
ーになった地域でも継続してポリオワクチン予防接種は
実施しなければなりません。
この中でも経口生ワクチンから不活化ワクチンへの移行
はポリオ撲滅最終戦略計画の重要な項目となります。
ナイジェリアでも、２０１５年２月から不活化ワクチン 注
射での投与が導入されています。
これらの諸活動実現のためには、多額の資金が必要と
なります。必要資金の確保は最大の課題でもあります。
ポリオ撲滅の為、ご存知の通りメリンダ＆ビルゲーツ財
団がポリオ使途指定寄付の２倍を寄付することを同意し
ました。ポリオプラス基金は、５，０００万ドル上限の寄付
を集めれば２倍の１億ドルの拠出が３年間約束されてい
ますので、ロータリーとして絶対に達成したい目標でご
ざいます。撲滅まで、あと少しの理解と協力をお願い申
し上げます。
各クラブでポリオ撲滅に理解を得られるロータリーカード
を使った支援を紹介します。個人ではオリコのスタンダ
ード・ゴールドカードとダイナースの個人カード。
クラブ、地区、地区委員会のダイナースカードがあります。
昨年は各カードが多くの皆様の理解でオリコカードで
０．３％還元でビジネスと合わせて約 980 万円。
ダイナースは期間が浅いですが 60 万円を超える実績が
できました。特にクラブカードは凄い可能性があると思い
ます。ロータリーカードはご存知の通りこんなことあんな
ことでも使えます。ぜひご検討ください。
①－A 発症例より、一部の常在国を除き確実に減少し
ている。パキスタン、アフガニスタンなど、実在の発症が
つかみづらいことも考慮したいが、約束実現はそこまで
きている。多くの認識が世界を変えられるのではない
か。
②－A 年次基金寄付一人当たり 150 ドルの数値目標を
理解してもらい、行動してもらう。これは昨年より数値目
標は少ないが、現実認識してもらう。単なる寄付ではなく、
私たちの希望する奉仕事業への貯金でもある。
③－A ロータリー財団は専門知識での支援が求められ
る。
学友の参加を促す場と、支援することが求められる。
④－A MY ROTARY とは、ロータリーの活動や、地区・
クラブ運営に必要な情報やデータを随時入手できる便利
なシステムです。
積極的に見て興味を持ってほしい。
今後ともロータリー財団を宜しくお願い致します。

