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■会長報告 和田　賢二 会長
　本日は、RI第2500地区ガバナー補佐曽根一
様とセクレタリー西田重人様に3度目のご来訪
を頂きました。大変ありがとうございます。後
ほど、ご挨拶を頂戴したいと存じます。　

　先週は、7ロータリークラブ合同例会も幹事クラブとし
て滞りなく運営することが出来まして、安堵しているとこ
ろであります。これも会員の皆様のご協力と、この為に講師
として態々お越し頂きました東京麹町ロータリークラブの
藤谷先生の御蔭によるものと思います。藤谷先生はポリオ
フリークを自称し、趣味がこうじて合気道の道場を持って
おられるそうです。｢今回こうしてお呼び頂くのは大変あ
りがたい、全国のロータリーの中で最初にお話を頂いたの
が帯広ロータリークラブです。これからは、出来るだけ全国
にポリオプラスの事業について広めて行きたい。｣と熱く
語っておられました。この後早速、東京でも講演があるとの
ことです。こうして、大きなプログラムが一つ一つ済んでゆ
きますと、徐々に肩の荷が軽くなる感じがいたしますが、最
後まで前傾姿勢、全力投球で臨むつもりでおります。
　さて、2月23日にロータリークラブは、創立114周年を迎
えます。RIバリー・ラシン会長から「ロータリーデーは、地
域社会との繋がりを築き、長期にわたって協力できる地元
の企業・団体を探し、ロータリーの活動が国内外でもたらす
インパクトを多くの人に紹介する機会となります。私は常
に、皆さんからのご意見に耳を傾けたいと感じております。
皆さんにとって本年度がどのように経過し、どのような活
動を実施されているか、また、どのようなことを達成したい
とお感じであるのか、ぜひお聞かせください。」とメールを
頂きました。
　来月の3月13日には、当クラブも創立記念例会を行いま
す。当クラブの85年の歴史の中でメモリアルなものをテー
マにして、会員の皆様に当時の事を思い描き、少しでも知っ
て頂ければと考えております。
　本日は、ロータリー財団委員会神山委員長の卓話という
事で、大変楽しみにしております。いつもお忙しいスケジュ
ールを調整して、東京からご出席して頂いております。
　貴重なプログラムの時間に食い込まぬように、以上で会
長報告とさせて頂きます。

■プログラム　「卓話」 神山恵美子 ロータリー財団委員長
　本日はこのような貴重な機会をいただきま
したことを心から感謝いたします。ご存知でい
ない方もいらっしゃるかもしれませんが、私は
東京在住ですが、ご縁をいただきこの歴史と伝

統のある帯広ロータリークラブのお仲間に入れていただい

ております。
　さて、今年度はロータリー財団の委員長を仰せつかりま
した。私自身、例会に参加することがいっぱいいっぱいで、
ロータリーについてより深く学ぶようにと、貴重なチャン
スを頂いたと捉えております。
　前回、11月28日の担当例会では私の都合が合わず、VTT
小委員会小沢昌博会員にお願いし、国際ロータリー 2500地
区2018－19ロータリー財団委員会VTT小委員会による職業
研修事業について、マレーシアからの若手職業人の方々へ
の9月28日から10月8日までの帯広、旭川での研修内容を報
告いただきました。今回の例会もどなたかにお願いしよう
かと思いましたが、私自身の勉強も兼ね、担当させて頂くこ
とにしました。この機会を通じて、ロータリー財団の知識と
理解を深め、また諸先輩がたに色々と教えていただきたい
と思っております。
　ロータリークラブは皆様ご存知の通り、1905年にアメリ
カのシカゴで弁護士ポール・ハリス（Paul P. Harris）（1868
年-1947年）が、シカゴの大火の後、友人3名と、1つの業種に
つき1人の会員を原則として創立した相互扶助の親睦クラ
ブとしてスタートされました。ロータリー財団は、ロータリ
ークラブ誕生12年後、今から約100年前の1917年に、当時の
ロータリー会長であるアーチクランフ氏が「世界で良いこ
とをするための」基金の設置を提案、このビジョンと、26ド
ル50セントの最初の寄付が、全世界で多くの人の人生を変
える財団への発展していきました。
　このロータリー財団という名称はアーチクランフ会長が
基金を提案してから約10年後の1928年に「ロータリー財団」
と正式に命名され、現在に至っております。
　みなさまご存知の通り、今年度のロータリー財団委員会で
は「ポリオの撲滅」を中心とした社会奉仕活動への理解と寄
付を会員に募り、また11月には帯広市内の5ロータリーで協
力し、一般市民の方にポリオ撲滅を中心としたロータリーの
活動を紹介するパネル展を実施、先週の第3606例会 帯広
5RC・芽室RC・音更RC合同例会では、東京麹町ロータリーク
ラブ ロータリー情報委員長 藤谷護人会員をお招きし「山田
さん、峰さんが切り拓いたポリオ撲滅への道〜ロータリー精
神の鑑〜」というタイトルでのご講演をお聞きしました。私
自身はロータリー財団＝ポリオ撲滅というイメージが強か
ったのですが、今回お調べしたところ、ロータリーがフィリ
ピンでポリオの予防接種活動を始めたのが今から40年前の
1979年、その翌年に「予防接種を通じてポリオを撲滅する」こ
とがロータリーの目標となりました。ポリオ撲滅の活動以前
には、国際障害児に関する団体への補助金や奨学金、「マッチ
ンググランド」として地区のプロジェクトに補助金を提供す
る常設プログラムなど、多彩な活動をして参りました。
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　現在、ロータリー財団としての主な取り組みとしては、安
全な出産やHIV母子感染の予防など母子の健康の推進、奨
学金や教師の育成など教育の支援など多彩な活動をしてお
ります。「99.9%」皆様がご存知の通り、ロータリーでのワク
チン接種で、ポリオの発症率は99.9%減少、野生型ポリオウ
イルスの常在国はアフガニスタン、ナイジェリア、パキスタ
ンの3カ国となっております。「91%」これは、ロータリー財
団の寄付額合計に対して、実際に寄付またはそれにまつわ
る事業に支出された額です。いわゆる「事業費が91%、管理
費が9%」と、極めて健全な寄付団体であると考えられます。
昨年7月にロータリー財団委員長としてご挨拶申し上げた
ときに、2017年7月から2018年4月のデータによると当帯
広ロータリークラブのロータリー財団への寄付の合計は約
10,000ドル。帯広北ロータリークラブや帯広西ロータリー
クラブを下回っておりました。一人当たり寄付額は90.19ド
ルで、帯広地域5ロータリークラブの平均103.7ドルを下回
っておりました。さて、今年度途中ではありますが、2018年
7月から2019年12月で既に22,900ドルの寄付をしておりま
す。一人当たりの寄付額が225.41ドルと地域の平均を大き
く上回る数字となっております。しかしながら、この機会
に、一人でも多くの会員の方が、ロータリー財団の理解を深
め、ご寄付いただけると幸いです。
　ロータリー財団への寄付は、ウエブ上のマイロータリー
に登録していただきましたら、クレジットカードで実施す
ることができます。是非ともよろしくお願い致します。

■ゲスト紹介
RI第2500地区第6分区ガバナー補佐
　　　　　　　　　　　　　　曽根　　一 様
　　　　　　　セクレタリー　西田　重人 様

■会務報告 外㟢　裕康 幹事
①第6分区IM（都市連合会）開催のご案内
　日　時　平成31年3月9日（土）午後1時30分（受付：1時より）
   　　　　　　　　  〈終　了〉午後5時
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　　　　　・基調講演14：00〜15：00
 RI第2500地区 パストガバナー　成瀨　則之 様
　　　　　・特別講演15：10〜16：30
 フリーアナウンサー　和久井　薫 様
※尚、帯広RCは3月20日（水）の繰上げ例会と致します。
※ 当日は、12：30〜当ホテル1F『丹頂』にて例会を開催致

します。（昼食有）
②帯広RC、2月27日（水）の例会は、休会と致します。
③帯広RC、創立記念夜間例会開催のご案内
　日　時　3月13日（水）午後6時30分
　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
④帯広北RC、創立60周年記念式典・祝賀会開催のご案内
　日　時　2月22日（金）登録受付　　午後4時

記念式典　　午後4時30分
記念祝賀会　午後6時

　場　所　ホテル日航ノースランド帯広
　登録料　10,000円
⑤帯広西RC、創立記念夜間例会開催のご案内
　日　時　2月28日（木）午後6時30分
　場　所　北海道ホテル

■委員会報告
・米山奨学委員会　米山功労者表彰
　小沢　昌博 会員

・出席委員会　　出席表彰
　後藤　裕弘 会員　31年　　　野村　一仁 会員　4年
　小沢　昌博 会員　16年　　　工藤　　稔 会員　4年
　小白　智志 会員　15年

・ゴルフ同好会　太田　隆博 会員
・ニコニコ献金
東京麹町RC　藤谷　護人 様
　帯広5RC・芽室RC・音更RCの皆様へ　本日は、ポリオ撲滅
の講演会にお呼び戴きありがとうございました。この地域
のポリオエンドナウのためにお役立て下されば幸甚です。
和田　賢二 会長
　7RC合同例会も幹事クラブとして滞りなく終える事が出
来ました。これも会員の皆様のご協力と麹町RCの藤谷先生
のお陰と感謝して居ります。ありがとうございました。
神山恵美子 会員
　本日たぶん初めて例会を担当させて頂きます。よろしく
お願いします。
・前期終了御礼
　神山恵美子 会員
・出席表彰記念
　後藤　裕弘 会員　31年　　　野村　一仁 会員　4年
　小沢　昌博 会員　16年　　　小白　智志 会員　15年
・RI2500地区第6分区ガバナー補佐　曽根　　一 様
・本人誕生日祝い
　神山恵美子 会員
・出席報告 出席委員会　仁木　宏一 会員
2月20日 会員総数94名　免除会員4名　出席数51名　免除会員1名
1月30日例会のメークアップを含む出席者数及び出席率 A、67名　B、74.4%

■次週プログラム予定
　2月27日（水）「休　会」
　3月 6日（水）「今年度事業報告と次年度事業計画」
 帯広ローターアクトクラブ　会長　濵谷　隆弘 様
 次年度会長　成田カレン 様


