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積極的に奉仕し、成長しよう

帯広西ロータリークラブ
第2202回例会第2202回例会

2017.11.22017.11.22017.11.22017.11.2

今こそ行動を！― クラブが元気になるために
　 地区が元気であるために
　 そして 私たちの未来のために ―

米山記念奨学生
　カリヤワサム・マジュワナ・ガマゲ、
　　　　　レヌカ・メニケ・カリヤワサム　様

11月結婚祝	 親睦活動委員会　西藤博行 委員長
渡部　省一　会員　1972.11.25　
深澤　知博　会員　1983.11.		3　
石原　英樹　会員　1984.11.		3　
松田　貴史　会員　1994.11.22　

11月誕生祝
林　　文昭　会員　1947.11.22
茨木　雅敏　会員　1951.11.25
若林　　剛　会員　1956.11.19
太田　　豊　会員　1961.11.22
辻田　茂生　会員　1962.11.10
菊池　俊博　会員　1973.11.10

乾杯	 齊藤憲生 会員
　心よりお祝い申し上げます。私は浦幌
出身、鈴木享会員が同郷ですが、昔は
誕生祝をする習慣がありませんでした。
結婚してからするようになりましたが、
お祝は何歳になっても良いものです。私
は来月65才で前期高齢者。4月に高校の同級生、先
月中学の同級生が亡くなりました。寂しく、考えさせ
られました。西ロータリークラブは生涯現役、一生懸
命仕事して遊んで。ここにいる皆様がいつまでも元
気でいられるようご祈念して乾杯いたします。

会長報告	 石原英樹 会長
　皆さんこんにちは。
　前回の例会、お休みをさせていただ
き、小谷副会長に会長報告をお願いし
ました。ありがとうございました。私
はメーカーとの会議並びに東京モー
ターショーを見学してきました。
　例会を欠席しましたので、メーキャップをしてま
いりました。「帝国ホテル」でメーキャップと思い
ましたが、残念ながら休会でした。訪問したクラ
ブは「東京銀座新ロータリークラブ」直江忠広会
長、会員数79名、創立30周年を迎えられ前回例会
で式典などを行ったそうです。バナーは伝統ある銀
座のシンボルとして、煉瓦とガス灯をモチーフにし
たものです。講師をお迎えしての例会で、元警察庁
長官・安藤隆春様による「危機管理　雑感」と言う
テーマで特殊詐欺の現状、東日本大震災での警察の
対応・行動等のお話をされていました。
　10月28日、音更RC創立25周年に参加してきま
した、帯広各クラブ・姉妹RC鹿児島県鹿屋RCを迎
えての式典・講演会・祝賀会でした。
　さて、11月は「ロータリー財団」月間です、財
団設立100周年を迎えています。RC財団は「皆様
からの寄付を世界各国での奉仕活動に役立てていま
す」。1917年RI会長アーチ・クランフ（財団創設
者）が「世界で良いことをするための」基金の設
立を提案しました。このビジョン、そして最初の寄
付、26ドル50センの寄付が全世界で多くの人の人
生を変える財団へと発展しました。
　皆さんから年間100$のご寄付を頂いておりま
す。さらに年次寄付をお願い致します。

会務報告	 萱場誠一 幹事
①	帯広北RC、11月3日（金）の例会
は、祝日のため休会と致します。
　	帯広RC、11月22日（水）の例会
は、休会と致します。
　	帯広西RC、11月23日（木）の例会
は、祝日のため休会と致します。
②帯広南RC、夜間例会開催のご案内



▪プログラム	 ロータリー財団委員会　若林　剛	委員長

　日　時　11月27日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
③帯広西RC、夜間移動例会のご案内
　日　時　11月30日（木）午後6時30分
　　　　　（石川屋ビル5Fシャレード集合）
　場　所　北の屋台
　※	シャレードで例会セレモニーをしてから北の屋
台へ移動します

④例会終了後、定例理事会を開催致します。

委員会報告
プログラム委員会	 北川勝啓 委員長
　11月30日北の屋台夜間移動例会に
ついて。月末でお忙しい時期かと思い
ますが、多くの方のご参加をお待ちし
ております。

ニコニコ献金	 親睦活動委員会　江口文隆会員
石原英樹 会長
　	11月に入りました。残り2/3です。
よろしくお願い致します。

若林　剛 委員長
　	本日ロータリー財団担当例会です。
よろしくお願い致します。

久保忠正 会員
　	来週の木曜日の夜に銘酒会があります。ふぐ（ふ
く）で一杯やります。お待ちしております。

鎌田裕樹 会員
　妻が今年度の第91回道展で佳作賞を受賞しました。
工藤正宏 会員
　	一人娘が道内企業に就職内定いたしました。親と
して肩の荷がおりました。

江口文隆 会員
　	麻雀同好会　優勝させて頂きました。ニコニコ発
表させていただきました。

ゴルフ同好会	 佐藤　聡 会長
　3月の新春ゴルフツアー、現時点で
20名のご参加を頂きました。飛行機
確保の為、先のご予定が不明で迷って
いる方はとりあえずお申し込みくださ
い。川上哲平会員、清水宝掌会員、
黒澤会員、　郷会員、豊田会員、彼らが元気な時に
行ったのが長崎の最後の想い出です。新しいメン
バーでまた歴史を作りに行きたいと思います。よろ
しくお願い致します。

ニコニコ
 献　金 （11月2日現在）累　 計

11月2日 円12,000
円289,015

知っていますか?�
�

財団あれこれ!!�

帯広西ロータリークラブ	

2017年１１月２日	

ロータリー財団の標語は	

•  1　ロータリーをひろげよう	
• 
•  3　ロータリーは世界の為に	

Q2	　	

奥パストガバナーの遺言	

•  何かロータリー財団というのは金を集めるだ
けが強調されて、どうもイメージが悪い。	

•  ロータリー財団というのは本当に良いことをし
ている。	

•  そういう部分を特に補助金プログラム等を含
めた中で、そちらのほうから理解をスタートし
ないといけない。	

	
(地区研修・協議会　第６分科会での発言)	

ロータリー財団の使命	

ロータリアンが、	

人々の し、	

を高め、	

することを通じて、	

、 、 を	

達成できるようにすること	

ロータリー財団は 
今年 創立何周年?	

•  1　９０周年	

• 
•  3　１０８周年	

Q1	　	

６つの重点分野（優先事項）	

• 
• 
• 
• 
• 
• 

知っていますか？財団あれこれ



とは	

ポリオと共に	

　ハシカ、ジフテリア、結核、百日咳、破傷風の
５つをプラスして同時追放を目的とする。	

	

　ウイルスの伝播を阻止するためのワクチンを
世界中の児童に予防接種しようというプログ
ラム。	

ポリオ撲滅の寄付パートナー 
シップを結んだのは　どの財団?	Q3	　	

A1		ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団	
	

ポリオ撲滅のために、ロータリーの寄付に対して、	
ゲイツ財団が２倍の額を上乗せする。	
	
最高５２５億円の資金を確保できる可能性がある。	
	
２０１８年度が最終	

ロータリーのポリオ大使を務める 
有名ゴルフプレーヤーは？	

•  1　アーノルド・パーマー	
• 
•  3　タイガー・ウッズ	

Q4	　	

1985年	

•  ・ポリオ・プラス・プログラムが出来た。	
•  ・１億2,000万ドルをポリオ・プラスの為に募金
する声明を発表	

とは	

真珠の門	

1988年	

•  ２億4,700万ドルの募金額を達成し、 募金を
終了。	

•  日本は、 募金目標が40億円と巨額であった
ので、RIの承認を得て、募金キャンペーン期
間を５年間と定めていた。1991年６月 で、	

				約49億円（約4,000万ドル…世界全体の約
16％）の募金額を達成し、 募金を終了。	

ポリオ撲滅の寄付パートナー 
シップを結んだのは　どの財団?	

•  1　スティーブジョブス財団	
• 
•  3　ジョージ・ソロス財団	
•  4　パーリーゲイツ財団	

Q3	　	

　=	

十二の門は十二の真珠であって、	
どの門もそれぞれ一個の真珠ででき
ていた。 
都の大通りは、透き通ったガラスのよ
うな純金であった。	

ポリオ撲滅推進大使	

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

• 
• 

1979年	

•  ３-Hプログラムとして、フィリピンの600万人の
児童にポリオの予防接種をするという ５ヶ年
間プロジェクトを実施。	

•  　国際ロータリーの75周年基金から補助金が
授与された。	

３-Ｈプログラム 	
(Health  Hunger   and   Humanity Program)	
保健、飢餓追放及び人間性尊重補助金 
	

２０１０年代に入って 
漸くポリオが無くなった国は	

•  1　 エジプト	

• 
•  3　北朝鮮	

Q5	　	

1ドル=110円として	



帯広西ＲＣ 
モンゴルの子供支援奉仕事業 
補助金は	

•  1　事業費３０万　補助１５万円	
• 
•  3　事業費３０万　補助２８万円	

Q7	　	

1ドル≒110円	

２５００地区の	
補助事業予算と補助金は	

•  1　 　　４００万　補助１００万	

•  2　 　   ５２０万　補助１６０万	

• 

Q6	　	

1ドル=110円として	

ロータリー財団を�
よく理解頂き、�
更なるご寄付を!!�

地区事業として、 
養護施設卒業生の 
進学希望者への奨学金支給事業	

•  　１３６万円　補助１３６万円	

　	

1ドル≒110円	

知っていますか?�
�

財団あれこれ!!�

END

　以上、ロータリー財団をご理解いただいたと思いますが、ポリオ撲滅、モンゴル支援のために財団への更なる
ご寄附をお願い致します。


