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■会長報告	 合田　倫佳	会長
　皆さんこんにちは。はじめに皆さんご存知とは思い
ますが、この度平原隆会員が瑞宝小綬章を授与される
ことになります。非常に喜ばしい話でございます。是
非とも皆様でお祝いをして頂ければと思っておりま
す。おめでとうございます。

　さて、今月11月はロータリー財団月間でございます。我々の活動の
中で皆様から頂いております財団への寄付を使いまして我々 2500
地区並びに日本、それから世界というかたちでこのご寄付を使わせ
て頂いてロータリーの活動をさせて頂いているところでございます。
ポリオプラスもその活動の一環でございます。この活動は我々が積
極的に地区に提案し、この財団へのご関心をもっと深めて頂きご協
力頂ければもっと良い活動ができるかもしれないということでござ
います。是非とも毎年帯広クラブから奉仕活動に関する何らかの提
案をし、新たな奉仕活動として財団の寄付を使いながらやっていき
たいと思っておりますが、この活動をするためには皆様からご理解
を頂き財団へ寄付をして頂かなければなりません。それが戻ってき
て自分たちの地区で使用できるということでございます。本日のプロ
グラムの中で財団への理解をして頂くためのプログラムをご用意さ
せて頂いておりますので、是非とも皆様のご理解を頂きまして良い
奉仕活動をしていきたいと思っておりますのでよろしくお願い致し
ます。

■プログラム「ロータリー財団について」	 （ロータリー財団委員会）
・ロータリー財団委員会　竹川　博之	理事

　皆さんこんにちは。今日は会長の挨拶にもありまし
たとおり、ロータリー財団月間ということで、その1回
目が当クラブの例会です。本日を迎えるに際しまして
進藤委員長と何をやろうかと話をしていたのですが、
ロータリー財団と言えば「寄付」であろうということ

で寄付の話をさせて頂こうと思います。寄付の種類と各種の認証制
度について、大変お忙しい中、奥周盛ガバナーからお話を頂くのが前
半、後半は委員長の職業がドクターということですのでポリオ撲滅
に向けてのお話を頂きます。
・奥　　周盛	ガバナー

　皆さんこんにちは。11月はロータリー財団月間で
す。ロータリー財団というと寄付の話が多いですが、
2年前より未来の夢計画が始まって以来補助金という
ものに皆さんの関心が集まってきているようです。こ
の卓話で竹川理事より補助金についてのお話をして

下さいと頼まれましたが、準備期間が足りなかったため寄付のお話
をさせて頂くことにしました。寄付と補助金が両方機能してそのつ
なぎにシェアーシステムというのがあります。お手元の資料をご確認
ください。簡単にご説明します。ロータリー財団の寄付と認証という
ことで、毎年あなたも100ドルを、エブリロータリアンエブリイヤーと
いうのを皆様ご存知だと思いますが、「毎年100ドルの寄付を続けて
いけたらどうでしょう」が目標数字となっております。寄付の種類に
は、年次基金寄付、恒久基金寄付、使途指定寄付、があります。皆様ご
存知のポリオプラスは使途指定寄付の中の1つであります。今日の私
の話のメインは目標で選ぶ寄付分類・認証の部分になります。この認
証というのは年次基金寄付が1,000ドルに達すればポ－ルハリスフ
ェローという個人認証となり、これが積み重なっていくと1,000ドル
ごとにマルチプルポ－ルハリスフェローになります。その他ベネファ
クターは恒久基金寄付になります。また自分のキャッシュで10,000ド
ル以上の寄付をすることによりメジャードナーとなります。メジャー
ドナーは地区に34人しかおりません。今日私が地区で皆様にお願い

している目標の1つの大事なポイントが、寄付ゼロクラブを無くしま
しょうということです。これは年次基金寄付のみが対象となってお
ります。年次基金寄付はシェアーシステムというかたちで3年後に私
達が使える補助金として返ってくるのです。この補助金を使う権利
を得るためには、やはり寄付を出しているクラブでないと権利は無
いという考え方だと私は推測しております。寄付ゼロクラブという目
標をクラブで是非持って下さい。次にクラブの認証というのがありま
す。クラブで目標を持ってもらいたい。これには、100%「財団の友会
員」クラブ、EREYクラブ、一人当たり上位3クラブ、100%PHFクラ
ブというものがあり、これはクラブの認証です。ロータリー財団委員
会進藤委員長には帯広ロータリークラブでこの認証をとりましょう
というふうに寄付のお願いをしてみたらどうでしょうか。と提案しま
した。このような目標を持って寄付を推進して頂ければガバナーと
して嬉しい限りであります。ありがとうございました。
・ロータリー財団委員会　進藤　敦史	委員長

　今年度の委員長を務めます進藤です。宜しくお願い
します。ロータリー財団の事とポリオに関する事をお
話しさせて頂きます。ロータリーができたのは、
1905年で皆様ご存じだと思います。1907年に社会奉
仕活動を実行されております。1910年にはロータリ

ーの大会が開催されて1917年にロータリー財団が誕生しました。最
初の寄付金というのがミズーリ州のカンザスシティーロータリーク
ラブから26ドル50セントだったそうです。国際ロータリーがロータリ
ーの正式名称として1922年に認証されました。1928年には5000ドル
に成長した基金がロータリー財団として名づけられ正式名称は国際
ロータリーのロータリー財団となったようです。1947年に財団初の
プログラムというのが行われまして国際親善奨学金として知られる
ようになっています。ポールハリスフェローの認定開始が1957年と
なっています。ここからポリオの話も入ってくるのですが、1979年
にフィリピンの500万人の子供たちにポリオの予防接種を行うとい
うプロジェクトがありました。これがロータリー財団のポリオ撲滅活
動の始まりとなりました。1985年になりまして全世界でポリオの撲
滅を目指すポリオプラスプログラムが設置されました。2013年には
ロータリー財団の未来の夢計画が開始されまして、新しい補助金も
導入されました。ロータリー財団の使命というのがこの様にロータリ
アンが人々の健康状態を改善し教育への支援を高め貧困を救済する
ことを通じて世界の理解、親善、平和を達成できるようにすることが
掲げられています。続きましてポリオの話をさせていただきますが、
ポリオというのは急性灰白髄炎のことで小児麻痺として良く知られ
ています。人から人へ経口感染しまして主として乳幼児がかかるこ
とが多い病気です。症状としては95%の方は無症状で、5%の方が発
熱、咽頭痛のように風邪のような症状がまず表れまして1、2%の方が
吐き気などの症状が出ます。脊髄にまでウイルスが達するような状
況になると0.1から2%の方が麻痺をきたすと言われています。麻痺を
起した方の5から10%が呼吸筋の麻痺による呼吸不全で死亡すると
いわれています。日本では1960年に大流行しまして、患者数が
5,606名、夕張市で1,602名発生し127名の方が命を落とされていま
す。それを受けて1961年に生ワクチンの緊急輸入が行われ1ヶ月間
で1,300万人に緊急接種したそうです。ワクチンの効果は劇的にあり
まして生ワクチンの接種によって流行が収まりました。1980年を最
後に野生株の新たな患者は出ていません。現在ポリオの常在国は3ヶ
国ありまして昨年ではパキスタンで93名、ナイジェリアで53名、アフ
ガニスタンで14名、その他256名、合計416名が確認されています。ロ
ータリーのポリオプラスのことですが1980年と比べると99%の減少
であと一歩というところですが、あと一歩が上手くいかないのも現
実です。野生のウイルスの撲滅が証明されるまで他の奉仕プロジェ
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クトに優先させてポリオプラスの寄付金が使われています。世界ポ
リオ撲滅推進計画が1988年に発足されて残りの1%をどうにかしよう
と盛んに行われています。緊急の最終局面のポリオ撲滅戦略計画と
いうことで2018年までに全世界からのポリオの根絶を目指していま
すが、15億ドルが不足していると計算されています。ロータリーの
役割として寄付を集め資金を調達し撲滅に向けての啓蒙活動が大き
な役割となっています。ポリオに限らず今月はロータリーの財団月間
ということでもありますので皆さまからの寄付をお待ちしています。
宜しくお願いします。有難うございました。
■会務報告	 倉野　　賢	幹事
①帯広西RC、10月30日（木）の例会は、休会と致します。
　帯広北RC、10月31日（金）の例会は、休会と致します。
　帯広南RC、11月3日（月）の例会は、祝日のため休会と致します。
　帯広南RC、11月24日（月）の例会は、祝日振替のため休会と致します。
②帯広北RC、移動例会開催のご案内
　日　時　11月14日（金）午前11時45分
　場　所　帯広空港ターミナルビル
③帯広南RC、夜間例会開催のご案内（クラブフォーラム）
　日　時　11月17日（月）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
④帯広西RC、夜間例会開催のご案内
　日　時　11月27日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル
⑤・�先週、旭川RCの80周年記念に参加して参りました際のお礼が届
いております。

　・平原隆会員、瑞宝小綬章おめでとうございます。
　・奥原宏会員、釧路市内に新店舗開店おめでとうございます。
　・�池田健太会員、帯広市内にピタットハウス2店舗目開店おめでと
うございます。

■ビジター紹介
　RI第2500地区　米山記念奨学生　呉　孟勳�様
■お礼　麻生　幸雄	会員
　こんにちは、貴重な時間を拝借しまして、皆様に一言お礼を申し上
げたいと思います。この度、妻の父の葬儀に際しましては、皆様方よ
り心温まるお心配りを頂きまして誠に有難うございます。お陰様で
無事、葬儀、そして初七日も終わりまして今こうして平常に戻ってお
りますので、どうぞ今後とも宜しくお願い申し上げます。貴重な時間
有難うございました。
■委員会報告
・ロータリー財団委員会　進藤　敦史	委員長
　本日はロータリー財団より2名の表
彰がきております。奥周盛ガバナー、メ
ジャードナー表彰おめでとうございま
す。小沢昌博会員、ポールハリスフェロ
ー8回目の表彰おめでとうございます。
・出席報告
11月5日例会の報告� 会員総数91名（内免除会員5名）出席数57名（内免除会員1名）
10月11日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率　91名　100%
・ニコニコ献金　
【10月29日】
白石　俊之 会員
　今回卓話をさせて頂きます。つまらない話でもうしわけありません
が時間をつぶし勉強してください。
眞鍋　智紀 会員
　女房ともども良い思いをさせて下さり有難う。
曽我　彰夫 会員
　先日のRI2500地区大会ではメンバーの皆様にお世話になりまし
た。何とか無事に終了しました。ありがとうございました。
加藤　維利 会員
　地区大会が無事終わりました。これも皆さんのおかげです。本当に
ありがとうございました。
中田　隆三 会員
　記念親睦ゴルフ大会に120名の多数ご参加を頂きまして、ありがと
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うございました。
合田　倫佳 会員
　地区大会が大成功のうちに終了しました。皆様のご協力に感謝し
ます。
佐藤　幸宏 会員
　先日の地区大会、大過なく任務を全うさせて頂きました。疲れでお
休みになられた方1名、血圧の薬を忘れてきた方が1名、小指を怪我さ
れた方が1名がおられました。皆様のご協力感謝いたします。

【11月5日】
後藤　裕弘 会員
　10月28日北海道日中友好協会創立50周年にあたり、永年役員とし
て表彰を受け、十勝毎日新聞に掲載されました。
後藤　裕弘 会員
　11月2日第3回「フードバレーとかちマラソン大会」が開催されまし
た。過去最高の5千人近いランナーが参加され記録も年々伸びており
ます。今年も警備の本部長として参加させていただきましたが、事故
なく、大きなクレームも無く無事に終えることができました。
後藤　健二 会員
　今回も実行委員長を務めさせて頂きましたフードバレーとかちマ
ラソン、4,970名のエントリーを頂き無事終了致しました。今後とも、
よろしくお願い致します。
竹川　博之 会員
　本日例会を担当させて頂きます。宜しくお願いします。
飛岡　　抗 会員
　こんにちは、飛岡です。3つ嬉しいことがありました。1つ目が、
10月16日第26回北海道社会教育委員連絡協議会大会において帯広
市で初めて社会教育における貢献に対し、功労賞の表彰を受けまし
た。2つ目10月28日次女に2番目の男の子が無事生まれました。名前
は凌空（りく）です。3つ目は、福岡ソフトバンクホークスが3年ぶりに
日本一になったことです。ありがとうございました。
進藤　敦史 会員
　本日の例会を担当させていただきます。
池田　健太 会員
　ピタットハウス帯広中央店をオープン致しました。今後もより一
層、皆様や地域社会に必要とされる企業を目指して努めて参ります。
■10月本人誕生日祝
髙橋　勝坦�会員　　髙橋　猛文�会員　　藤森　裕康�会員
■11月本人誕生日祝
眞鍋　智紀�会員　　木村　裕氏�会員　　道　　吉見�会員
横尾　俊輔�会員　　曽我　彰夫�会員　　大江　　徹�会員　
竹川　博之�会員　　小林　一夫�会員　　外㟢　裕康�会員
河村　知明�会員

■10月結婚記念日祝
髙橋　猛文　会員
■11月結婚記念日祝
田中　　弘�会員　　大江　　徹�会員　　曽我　彰夫�会員
神山恵美子�会員　　田中　一郎�会員　　野村　文吾�会員
國枝　千秋�会員　　工藤　　稔�会員　　奥原　　宏�会員　　
■10月配偶者様お誕生日祝
髙橋　猛文�会員　
■11月のプログラム予定
11月12日（水）「帯広RAC今年度会長方針と活動計画」� （青少年育成委員会）
11月19日（水）「国際奉仕の理解と推進」� （国際奉仕委員会）
11月26日（水）「新会員卓話」高桑裕次会員・日浅尚子会員�（プログラム委員会）
【お知らせ】　
・11月のロータリーレートは$1=106円です。
・�帯広東RCのメーキャップは、アパホテル1Fレストラン『フォーシー
ズン』に置いてあります。


