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■ 卓話「松本での体験」 
吉川千登勢 君 

 
■ 今日の歌 

「君が代」 

「四つのテスト」 

 

■ 例会後 9月度定例理事会 

 

 

 

■ 9月10日（木） 

卓話「ロータリーと私」 

国際ロータリー第2660地区 

  IM第4組ガバナー補佐 

       梅澤 喜八郎 様 

 

■ 例会後 

梅澤ガバナー補佐を迎えての 

クラブ協議会 

 

 

会員：61名（免除6名） 

先週（8/27)の出席者数：35名（0） 

ゲスト：12名 米山奨学生 

ｶﾙﾋﾞﾝｼﾞｮﾅｻﾝｽﾀﾝﾄ君他11名 

出席率出席率出席率出席率：：：：63.6463.6463.6463.64％％％％    

前々週（8/20）の修正 

HC出席：43(1)、MU出席：10(1) 

修正出席率修正出席率修正出席率修正出席率：：：：92.9892.9892.9892.98％％％％ 

 
               吉 﨑 会 長  

先週の友人紹介例会は、11名ものゲストを迎えることができました。紹介者の皆様ありがとうございました。大変

和やかで賑やかな会になりましたのも、夜間移動例会にも拘らず 35 名もの会員の出席があったお陰と感謝申し上げ

ます。一人でも多く入会頂けるよう、フォローよろしくお願い致します。 

 ９月になりました。９月は「基本的教育と識字率向上月間」と「ロータリーの友月間」です。これは、『地域社会地域社会地域社会地域社会

でででで基本的教育基本的教育基本的教育基本的教育をををを普及普及普及普及しししし、、、、識字能力識字能力識字能力識字能力をををを高高高高めるためのプログラムをめるためのプログラムをめるためのプログラムをめるためのプログラムを支援支援支援支援しししし、、、、地域社会地域社会地域社会地域社会のののの参加参加参加参加をををを促進促進促進促進、、、、成人識字率成人識字率成人識字率成人識字率のののの向上向上向上向上、、、、

教育教育教育教育におけるにおけるにおけるにおける男女格差男女格差男女格差男女格差をををを減減減減らすらすらすらすためのためのためのための活動活動活動活動、、、、基本的教育基本的教育基本的教育基本的教育とととと識字率向上識字率向上識字率向上識字率向上にににに関連関連関連関連したしたしたした仕事仕事仕事仕事にににに従事従事従事従事することをすることをすることをすることを目指目指目指目指すすすす専門職専門職専門職専門職

業人業人業人業人のためののためののためののための奨学金支援奨学金支援奨学金支援奨学金支援をををを強調強調強調強調するするするする月間月間月間月間』とされています。 

 日本国内で教育の男女格差といっても、あまりピンとこないと思います。しかし、先般のノーベル平和賞のマララ

ユスフザイさんのことは、皆さんご存知と思います。パキスタンで女性も教育を受けたいという彼女の望み、これを

困難にしているのがタリバーンというイスラム過激派組織です。タリバーンが活動しているのはパキスタンだけでは

ありません。アフガニスタンでも同様です。そして、そのアフガニスタンで女性の教育を推進しているのが、アフガ

ニスタン出身のアメリカ在住ロータリアン女性のRazia Janです。彼女はタリバーンの迫害を恐れ、アメリカに40年

暮らした後、母国の女性を助けるために、Razia's Ray of Hope Foundationという団体を設立し、女性のための学校を運

営しています。この活動は、昨年のサンパウロ国際大会で紹介されたものです。 

皆さん、私たちロータリアンが取り組むポリオ撲滅キャンペーンですが、現在まだ残っているポリオ常在国、それ

がこのパキスタンとアフガニスタンです。ここでは、ワクチン投与活動中の医師や看護婦がタリバーン活動員に狙撃

され、子ども達にワクチンが届かないのです。女性の識字率もポリオも、過激派の暴力によって阻害されています。

私たちはまずこの事実を理解しなければならないと思います。 

今月は「基本的教育と識字率向上月間」です。９月が巡ってくる度に、世界のどこかで学びたくても学べない子ど

も達が居ないかどうか、考えてみてはいかがでしょうか。 
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来週来週来週来週のののの例会予定例会予定例会予定例会予定((((9999////10101010)))) 今 日今 日今 日今 日 のののの 例例例例 会会会会    
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会 長会 長会 長会 長 のののの 時 間時 間時 間時 間 
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                大 橋 幹 事 

≪これからの予定≫ 

【１】9/10（木）梅澤ガバナー補佐を迎えての第3 

回クラブ協議会 

【２】鶴見区民まつり（青少年交換学生エリナさん出 

席） 

≪連絡事項≫ 

【１】本日例会後、9月度定例理事会を開催致します。 

【２】9/10（木）梅澤ガバナー補佐、林ガバナー補佐

エレクトをお迎えしてのクラブ協議会です。各委

員長様、ご準備宜しくお願い致します。 

  又、当日、活動計画書をご持参下さい。 

【３】10/1（木）開催の東輪会合同例会の出欠表を受  

 付に配置しておりますので、宜しくお願い致します。 

 

 

                                                 

全国全国全国全国ロータリー・ポリオプラスロータリー・ポリオプラスロータリー・ポリオプラスロータリー・ポリオプラス研修研修研修研修セミナーならびにセミナーならびにセミナーならびにセミナーならびに、、、、

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団グローバルグローバルグローバルグローバル補助金地区別利用件数補助金地区別利用件数補助金地区別利用件数補助金地区別利用件数のののの

報告報告報告報告        

溝畑正信 (第３ゾーンロータリー財団コーディネー

ター補佐) 

 

１．全国ロータリー・ポリオプラス研修セミナーが

2015年8月23日（日）東京都港区の増上寺で開催さ

れ、出席しました。 

国際ロータリーは 1985 年にポリオプラスプログラム

を発表し、ポリオを地球上から撲滅することを世界に

約束しました。1988年WHO・UNICEF,・CDC・国際ロ

ータリーからなるGlobal Polio Eradication Initiative（GPEI）

が発足し、当初 35 万例（年間）あったポリオ発生も

2014 年にはわずか359 例と、撲滅までもう一歩の時

点までやってきました。2013 年からはポリオ撲滅・

最終戦略計画が承認され、2018 年に世界からのポリ

オ撲滅宣言を目指しています。しかしながらポリオ撲

滅の目標の前に立ちはだかる、少なからぬ障壁がある

のも事実です。 

このような状況のなか、ポリオという病気を正しく認

識し、現在抱えている問題を解決しながらポリオ撲滅

という最終目標へ到達するためには何をなすべきなの

かを考えるセミナーでした。 

 

【アフリカの野生株によるポリオの無発生期間丸1年】 

2015年8月11日、アフリカ全体で野生株によるポリオ

無発生期間が1年を迎えました。 ソマリアで最後の野

生株によるポリオの発症が報告されたのは昨年8月11

日のことで、このまま無発生の状態を継続すれば、アフ

リカ全体でのポリオフリーを達成できます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．2013 年 7月から、ロータリー財団新補助金制度

がスタートしました。グローバル補助金の地区別利用

件数は、2013~14 年度、2014~15 年度とも 2660 地

区が日本で最多の実績でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

日時：2015年8月31日（月） 

Ⅰ承認事項 

1）東大阪中央ＲＣより要請のあった9 月14日（月）

阪神タイガースのマット・マートン選手をお招きして

の「ケニアナイロビの小学校支援」のためのチャリテ

ィーイベント開催について、例会にてチラシを配布、

週報に掲載し会員に参加、協力をお願いする。 

 

◎開催日時 平成27年9月14日（月）午後6時 

◎会場 シェラトン都ホテル大阪 4階 大和の間 

◎会費 参加者にはマートン選手の色紙・ブレスレッ

ト進呈 

高校生以上 7,000円 

中学生   5,000円 

小学生・幼児  無料 

◎開催時間 午後6時30分～午後8時30分 

◎食事 ビュッフェ 着席形式飲み放題 

◎参加資格 ロータリアンおよびその家族、ご友人、

社員の方 

◎参加人数 先着150人程 

    幹 事幹 事幹 事幹 事 報報報報 告告告告    

地地地地    区区区区    委委委委    員員員員    会会会会    報報報報    告告告告    

 

持持持持ちちちち回回回回りりりり理事会議事録理事会議事録理事会議事録理事会議事録 



 

 

 

第第第第3333 班班班班    

日 時：2015年8月21日（金）ＰＭ7：00～ 

会 場：オ・セイリュウ 

出席者：水上リーダー 山崎サブリーダー 

井上会員 北川会員 須﨑会員 吉崎会員 

河村会員 吉田会員 吉川（千）会員  

大橋会員 板倉会員 駒林会員 岡田会員 

戸田会員 小林(正)会員    計15名 

    

①51 年目以降のロータリー活動にどんな事を期待し

ますか？ 

✳自分のリズムで様々な事業に参加したい。 

   継続性のある活動をして行きたい。 

✳若年会員とベテラン会員とが、より奉仕事業を通じ  

て、コミュニケーションが取れる様にして行きたい。 

✳ミャンマーや、カンボジアへの支援をしたい、古着 

や学習ノートなど。 

✳例会中にスマホの使用が目立つ。 

✳新年度に入る時に自分が入る希望を言える様にした 

らどうか？ 

✳ポリオプラスの様に外国への支援じゃなく国内の身 

近な方に対する奉仕がしたい。 

✳若い人に、どんどん地区の活動に参加して行って欲 

しい。 

✳入会して奉仕の在り方について、色々と悩んだが、 

ロータリーは奉仕に関して学ぶ場所だと思う様にな 

ったし、本当にやりたい奉仕が見つかれば、自分個人 

でも出来ると思う。 

 

②今年度の増強について考えよう 

✳ロータリーの目的を理解してない人を勧誘してもダ 

メだと思う、同じ方向を向いて行ける方を勧誘して行 

きたい。 

✳若い人が増えたので、若い人が楽しく仲間意識を持 

てる方を増強すれば良い。 

✳ロータリーとして絶対に外せない部分以外の良いと 

ころ、例えば、女性会員が入会出来るところなど。 

✳仕事絡み以外の方を、品位を持って勧誘して行きた 

い。 

✳例会に出ていると、仕事上の悩みがある時も、参考 

になる考え方や、色々な話の中で安心感を得れる事が 

あり、同じく若い人に入って欲しい。 

✳クラブの良いところを、友人にアピールして、友人 

紹介例会で頑張って欲しい。 

✳本当の増強は、入会してから始まる。入会されてか 

らどう楽しむかで、定着性に影響すると思う。 

✳地区を大切にするのも良いがさらにグローバルな奉 

仕事業をしたい。 

✳50周年を終えて、他の奉仕団体との違いを何かと考 

えると、職業奉仕が多くウエイトを占めるがクラブの 

活動の根幹を忘れず職業奉仕する事で親睦が生まれ 

る。 

✳自分に合っているのは社会奉仕委員会だと思うが、 

人に入会を勧めるのに、自分が相応しい振る舞いが出 

来るかを考える事が出来た。例会後のカフェが楽しみ 

な人も居たりして、その人に合った、ロータリーライ 

フがあるので、そこを尊重した、会運営も大切だと思 

う。 

 

≪≪≪≪2015201520152015～～～～2016201620162016 年度友人紹介例会報告年度友人紹介例会報告年度友人紹介例会報告年度友人紹介例会報告≫≫≫≫    

2015年8月27日（木）オ・セイリュウにて、友人紹

介例会が開催されました。今例会には 11 名のご友人

にご参加していただき、盛大に開催されました。 

クラブより参加の皆様にはお礼ならびに入会の資料を

お送り致しました。 
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