２０２１年 （ 令 和 ３ 年 ） １ １ 月 １ ８ 日 (木 ) 晴 れ 第 ２ ７ １ ５ 回 （ 当 年 度 第 １ １ 回 ） 例会

点 鐘
副会長 猪子 明君
司 会
ＳＡＡ 堀尾 庄一君
ロータリーソング斉唱
「それでこそロータリー」
四つのテスト唱和
加藤 義晴君
－ 言行はこれに照らしてから －
１．真実かどうか
２．みんなに公平か
３．好意と友情を深めるか
４．みんなのためになるかどうか

会長挨拶

ゲスト及びビジター紹介

副会長 猪子 明君
本日、長瀬会長は仕事の都合上、この例会に出席
することができないということなので、副会長の猪子が
長瀬会長に代わりましてご挨拶させていただきます。
前回、この会場で例会を開催したのは、３週間前でし
た。この三週間内でのロータリーの出来事をお話しす
るなら、やはり１１／６（土）・７（日）に開催された第２７６
０地区・地区大会になります。今回は、新型コロナ対策
のため登録に条件が付く縛りがありましたが、多くのメ
ンバーに登録・出席をいただき感謝しております。二日
目会場が名古屋国際会議場ということで、新鮮な感覚
で参加させていただきました。冒頭に物故会員への黙
祷にて、真っ先に稲波八良さんの名前が正面のスクリ
ーンに出た時にはとドキッとしましたが、心を落ち着か
せて黙祷させていただきました。また個人的な感想を
申しますと、ＲＩ会長代理四宮孝郎様のお話が凄く上手
く心に入ってきました。尚、今回の地区大会は、江南ロ
ータリークラブとして例会扱いとさせていただいておりま
すので、欠席されたメンバーはメーキャップお願いいた
します。
また、１１／４（木）には、東尾張分区会長・幹事会が
味の魚仙にて行われました。これは梅村邦雄ガバナー
補佐のもと東尾張分区１２クラブの会長・幹事が集い、
各クラブのこれまでの活動報告とこれからの活動予定

地区資金推進委員会 委員長 （刈谷 RC）
佐野 彰彦様
ようこそ江南ロータリークラブへ！
貴重な卓話をありがとうございました。

米山奨学生 タンヤピシット シタン君
ようこそ江南ロータリークラブへ！
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を報告し、情報交換と親睦を深める会議と記憶しており
ますが、会場設営担当が江南ロータリークラブというこ
とで、江南駅からのバスへの誘導を駒田君・三輪君・北
畑君で、魚仙駐車場への誘導を私が、それぞれ江南ロ
ータリークラブジャンパーを着させていただき務めまし
た。会議には、会長・幹事以外参加できないので内容
はわかりませんが、江南ロータリークラブとしては、９月
に予定していたガバナー補佐訪問例会が開催できなか
っただけに、通常に開かれる以上の思いで設営させて
いただけたと副会長として感じております。後日、永田
幹事より会議はつつがなく終わったと聞いております。
そして本日ですが、ロータリー財団常任委員会によ
るクラブフォーラムです。第２７６０地区より地区資金推
進委員会佐野彰彦委員長をお招きし「ロータリー財団
プログラムについて」お話しいただきます。また、次第
にありますロータリー財団表彰のプレゼンターもよろしく
お願い申し上げます。入会の浅いメンバーにおかれま
しては、自分自身がロータリー財団へ寄付していること
をご存じでしょうか？していることを知ったなら、その寄
付金でどのように使われているのか興味が出てくるは
ずです。本日一緒に勉強し熟知しましょう。
本日は、宜しくお願い致します。

マルチプル・ポール・ハリスフェロー
【＋３】 古田嘉且君、山田猛君

ピン贈呈

米山奨学金授与

ロータリー財団表彰
米山奨学生 タンヤピシット シタン君
出席１００％表彰

ポール・ハリスフェロー 感謝状・ピン贈呈
猪子明君、川崎良一君、熊澤治夫君、杦本哲一君
冨永典夫君、堀尾庄一君、松井智義君

２５年
幹事報告
出席報告
会員数
４７名

マルチプル・ポール・ハリスフェロー ピン贈呈
【＋１】 浅野安郎君、安藤喜代司君、尾関憲市君、
沢田昌久君、杉浦賢二君、庄田元久君、長瀬晴義君
中村耕司君、波多野智章君、森弘好君
【＋２】 大池武徳君
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-別紙-

古田 嘉且君

幹事

永田 広光君

出席者数

委員
欠席者数

佐藤 弘夫君
出席率

３５名

１２名

８５．３７％

ニコボックス
委員 佐藤 弘夫君
○本日、財団卓話をさせて頂きます。宜しくお願い申し
上げます。
刈谷ロータリークラブ 佐野 彰彦様
○本日の卓話は、ロータリー財団常任委員会のクラブ
フォーラムとしまして、地区資金推進委員会委員長の
佐野彰彦様をお招きしております。ロータリー財団の
表彰もあわせてよろしくお願いいたします。
長瀬 晴義、猪子 明、永田 広光、濱島 聡一朗
各君

○入会以来２５年間、皆出席できた喜び。
周りに感謝です。
古田 嘉且君
○本日、ロータリー財団常任委員会のクラブフォーラム
を担当させていただきます。宜しくお願いいたします。
昨日、ちょっとうれしい事がありました。
岩田 静夫君
○地区資金推進委員会 委員長 佐野彰彦様、ようこそ
江南ロータリークラブへ！
卓話よろしくお願い致します。
倉知 正憲、尾関 憲市、松岡 一成、杉浦 賢二、
沢田 昌久、加藤 義晴、木本 寛、岩田 進市、
近藤 道麿 各君

なかなかポリオワクチンが行き渡らないが、確実に減
少をしています。あと少しのところまで来ています。ポリ
オを根絶するために引続き活動にご理解を頂きたいで
す。ポリオプラスとはポリオを含めたハシカ、ジフテリア、
結核、破傷風、百日咳の追放を目的とした活動です。

卓 話
「ロータリー財団プログラムについて」

「ロータリー平和フェローシップ」
当地区から推薦された学生及び社会人が、紛争解
決、平和研究、または国際関係における２年間の修士
課程あるいは修了証プログラムで学びます。

地区資金推進委員会 委員長 （刈谷 RC）
佐野 彰彦様
「ロータリー財団の役割について」
ロータリー財団の使命は、ロータリアンが、人びとの
健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全
に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理解、親
善、平和を構築できるよう支援することです。
皆様からの貴重なロータリー財団への寄付は【世界
でよいことをしよう】という目的の為に使われています。
２７６０地区では２０１８－１９年度寄付された年次基金
約８０万ドルをシェアシステムによって約４０万ドルが地
区活動資金として使うことができます。

「地区補助金事業」
地区補助金については各クラブから申請された書類
を補助金委員会が精査し、実施に向けてのお手伝いを
させていただいております。多くのクラブからの申請を
お待ちしております。

「ポリオ根絶」
多くの国ではポリオを根絶しています。残るのはパキ
スタン・アフガニスタンとなっています。紛争地域のため
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２０－２１年度は６５件の申請があり、うち１４件は新
型コロナウイルス対策の事業でした。本年度は４８件の
申請が有りいくつかの事業は実施されております。

「江南ＲＣ補助金事業」
地域社会の発展（２０２０－２１年度）
地域住民から事前に予約を受け付けた相談内容に
電話で対応した。日常生活の中で抱えている疑問や不
安・悩みなどに、各会員が持つ職業的知識や技術を活
かして、解決の一助とした。
事業総額 ４３０，０００円補助金額 １７２，０００円
（貢献度０．８）

「グローバル補助金」
７つの重点分野（平和構築と紛争予防・疾病予防と
治療・水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率の
向上・地域社会の経済発展・環境）の目標達成のため
に使われています。地区として２０１６－１７フィリピンで
の腹腔鏡手術の技術指導・２０１７－１８ネパール２０１
８－１９マレーシアでの院内感染の予防管理・２０１９－
２０タイでのシャインマスカット育成技術指導・２０２０－
２１ルソン島での腹腔鏡手術の技術指導（中止）を行っ
てます。
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「グローバル補助金奨学生」
ロータリーの重点分野に関連する過程を、海外の大
各員修士課程で学ぶ方を対象に返済不要の給費制の
奨学金を給付するプログラム。２７６０地区からは、毎

年１～２名のグローバル奨学生がロータリーの重点分
野に関連する過程を学んでいます。

多くの方にポールハリスフェローの認証を取っていた
だきたいと思います。

「皆様からの寄付について」
２０２０－２１年度において２７６０地区は年次基金目
標＄１５０に対して＄１６６．１３、ポリオプラス目標＄３
０に対して＄３２．５１の多くの寄付を頂きありがとうござ
います。

「２０２０－２１年度寄付実績及び認証実績」
年次基金＄１５１．４８ポリオプラス＄２７．６７ 財団
寄付された会員数４３人寄付率１００％
ポールハリスフェロー１１人マルチプルポールハリス
フェロー２０人ベネファクター９人メジャードナー伊藤靖
祐 様ポールハリスソサエティ該当者無し

「２０２１－２２年度」
個人 年次基金目標＄１５０、ポリオプラス＄３０
各クラブ 恒久基金にベネファクター１名以上または
＄１，０００以上
地区 大口寄付５名
以上の目標達成のためにご協力お願いいたします。
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米山奨学生歓送迎会が開催されました
１１月２６日（金） ITALIAN DINING LiggI にて

「ロータリーカードの推進」
ロータリーカードをクラブ・個人で作っていただき、ロ
ータリー関連の支払いをロータリーカードで支払って頂
くことによって、その使用して頂いた金額の０．３％～０．
５％がポリオ根絶資金に自動寄付されます。例会運営
費・人頭分担金・各種大会登録料・事務局運営費等に
ロータリーカードを使って支払いをお願いいたします。

ロータリー財団は、【世界でよいことをしよう】というロ
ータリーの使命を達成する手段です。

点 鐘

副会長 猪子 明君

本日の食事

タンヤピシット シタン君と カリモフ ムスリムジョン君

写真等がございましたら会報までお知らせください
（担当 三輪慎一郎）
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