
　10月24日は、世界ポリオデーです。何らかの形

で世界ポリオデーに参加して下さいとRI会長が呼

びかけています。

　方法は、サイレントホクション、VRビューイン

グ、チャリティーウォーク、パープルピンキーデー

「小指をパープルに染めよう」等です。

　全世界ではまだ3ヶ国でポリオの症例が報告さ

れています。

　　　　アフガニスタン　　2016年　13

　　　　パキスタン　　　　2016年　20

　　　　ナイジェリア　　　2016年 　4

　世界からポリオを撲滅しない限り、今後10年以

内に世界での年間発症数は、20万件に上ると予想

されています。ポリオの常任国はわずか3ヶ国で

すが、ポリオの発症がどこかで起きている限り、

感染の危険は世界中の子どもに及ぶことになり

ます。

ポリオに関する事実

①ポリオに最も感染しやすいのは５才未満の子供。

②治療法はないが、ワクチンで予防が可能。

③野生型ポリオウイルスの発症国はわずか3ヶ国。

④1988年以来、発症数は99.9％減少。

⑤ポリオを永久になくさない限り、感染リスク

  は全世界の子供に。

　ポリオ（急性灰白髄炎）は非常に感染性の高

い病気であり、特に感染しやすいのは5才未満の

子どもで、日本では一般に「小児まひ」と呼ば

れることもあります。ポリオウイルスは人から

人へ感染しもっとも多いのは汚染水を通じた感

染で、神経系を侵すこともあり、これによって

身体のまひを引き起こす可能性があります。治

療法はありませんが安全なワクチンで予防が可

能です。

　ロータリーは、これまで世界中25億人以上の

子どもにワクチンを投与する活動を行ってきま

した。
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　  平成29年10月30日 第1487回例会　№1486

例会休会

　世界的に有名なビル・ゲイツ氏が、6月のロー

タリー国際大会で、ポリオ撲滅に向けての講演を

されました。

https://www.rotary.org/ja/bill-gates-

rotary-convention

　国際ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲ

イツ財団は、ポリオの撲滅活動を支援するパート

ナーシップを結んでいます。

　なお、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団と

は、ビル・ゲイツ氏と妻メリンダさんによって

2000年創設された世界最大の慈善基金団体です。

幹　事　報　告

長嶋 貞孝会員　昭和13年9月12日

岡本 　厚会員　昭和32年9月28日

田中 隆弥会員　昭和37年9月 8日

青井 秀浩会員　昭和40年9月22日

服部 純子　様　　　　　9月15日

10月のお誕生日お祝い

10月30日(月)

「移動動物園について②」

　　　青少年奉仕委員会

11月6日(月)

担当　社会奉仕委員会

目標100％!! マイロータリー登録

新たに、新田会員・吉井会員がマイロータリーへご

登録いただきまして、当クラブの登録者数が18名に

なり、登録率が58％になりました。（10月8日現在）

上巻き
松茸入り茶わん蒸し
松茸入り吸い物

「移動動物園」

豊島野公園にて　11時から15時

　　　
　　　青少年奉仕委員会
担当　社会奉仕委員会

　　　

   

My ROTARYより

会長の時間  　　会長  岸添広一



①地区より、前期中途入会者の地区資金振り込み

　のお願いが届いております（会長、幹事宛）。

②地区大会実行委員会より、地区大会登録名札が

　届いております。地区大会当日は必ず持参して

　ください。

③箕面ロータリークラブより、公開例会の案内が

　届いております（会長宛）。

　11月9日（木）18：30～20：00　箕面観光ホテル

　テーマ「世界ポリオ根絶事業、東ティモールの

　現場から見た子どもと平和構築」希望者は事　

　務局までご連絡ください。

④本日、赤い羽根共同募金の回覧をいたします。

⑤本日、薬物撲滅活動・国連支援募金「ダメ。ゼ

　ッタイ」の回覧をいたします。

⑥本日、11月度例会出欠の回覧をいたします。

幹  事  報  告

ロータリークラブPRのお願い
　地区より、以下のお願いがありましたので、ご

協力いただける会員はお申し出下さいます様よろ

しくお願い申し上げます。

　RI2840地区の高崎ロータリークラブは、2014-

15年に実践されましたロータリーポスターの配布

や会員の事務所・応接室に掲示、来客への広報な

どにより会員数を大きく伸ばしております。

　そこで、当地区でも高崎ロータリークラブが作

成した大型ポスターを各クラブの皆様に希望枚数

を無料配布し、会員の事務所などに掲示し訪問客

などにロータリークラブをPRしていただきたいと

考えています。

職業分類・会員選考増強小委員会より

秋のRYLAセミナー参加報告

秋のRYLAセミナー受講生　塚田 徹　様

ビ　ジ　タ　ー

米山奨学生　 

          　鄭　芝ｴｲ 　様

秋のRYLAセミナー受講生　
　       　塚田　 徹 　様

    大阪東淀ちゃやまちRC　米山奨学生　 

　　　      　薛   頌平 　様



　　

日時   2017年  9月30日（土）14時〜16時

会場  サニーストンホテル江坂

出席者

国際ロータリー第2660地区

ガバナー  　　　　　　　片山  　勉  様

米山記念奨学会副理事長　若林  紀男  様

地区米山奨学委員長　　　田中  隆弥　様

地区米山奨学委員会委員

各クラブ米山奨学カウンセラー

当クラブ出席者　　　　　坂田  妙子

片山　勉 ガバナーより

　ロータリアンは職業人材の宝庫であり米山奨学

生には人としての成長を促す最高の場所でありま

す。

若林 紀男パストガバナー米山記念奨学会 副理事長より

　米山奨学事業は国際人材育成事業です。奨学生は

終了後も学友会に入りさらに成長してゆきます。

　米山奨学生を多く受け入れている大学は、

  1.東京大学　2.筑波大学　3.大阪大学 です。

　1967年から財団設立50周年を迎え、今までの米

山奨学生は19,808名で、来年4月に820名の受け入

れを予定しています。

●講演

カウンセラーの重要性(35分)

講演者　田中 隆弥  地区米山奨学委員長

講演内容

　カウンセラーは  日本中のロータリアンが寄付

金に託した想いを叶える役目をし、米山奨学生が

より深く日本を知り、ロータリーが求める平和の

心を学べるように導きます。奨学生にとって印象

に残っている行事は例会がトップです。ロータリ

アンが家族のように暖かく笑顔で応援してくれた

り、奉仕の精神を学んだ事が奨学生にはプラスに

なっています。その中でカウンセラーは交流の橋

渡しが役割となります。

米山奨学生カウンセラー研修会報告

米山奨学生レクリエーション報告

●ロータリーの友10月号推奨記事

《横組み》
P7～14　　特集　米山月間
　今年は、ロータリー米山記念奨学会が、財団設立

　50周年を迎えました。設立当時の1967年に年間59

　人だった奨学生数は、今では800人、これまでに

　累計125の国と地域から19,808人を支援していま

　す。P8～9は、現在世界で活躍されている米山学

　友（元米山奨学生）のご紹介です。P10～11は、

　財団設立から50年の主な出来事が書かれています。

　P13は、地区別寄付額・功労者数・奨学生数の一

　覧になっており、いずれも第2660地区は非常に高

　い数字です。

P28　　　 日本のロータリー100周年を迎えるにあたり
　東京ロータリーが2020年10月に創立100周年を迎

　えます。すなわち、日本にロータリーが誕生して

　100周年です。100周年のお祝いに向けてこれから

　どうしていくか、実行委員長がプランを練ってお

　られるという記事です。

P28　　　パズルdeロータリー
　テーマが決まっているクロスワードパズルです。

　ちょっとした脳トレとともに息抜きになります。

　先着10人には景品が当たります。

《縦組み》
P22～30　　ロータリーアットワーク
　さまざまな形でロータリークラブが、奉仕活動を

　されています。「地域のお年寄りを新幹線に招待」

　や「高校生のための面接実践講座」など、ちょっ

　とユニークな支援や、「タイの子供たちにランド

　セルを寄贈」や「ラオスとカンボジアの小児病院

　を支援」などグローバルな支援、「東ちづるさん

　を迎え希望の風チャリティー講演」といった公共

　イメージ向上のための支援もありました。

★第2660地区内のクラブの掲載をご紹介します。　
Ｐ20～21　 俳壇、歌壇、柳壇

俳壇    東大阪東RC　溝畑　正信　様

柳壇　　大阪西RC　　鴨谷　瑠美子様

　今号は、第2660地区の記事掲載が少なく、藤田弘

道ロータリーの友代表委員（大阪東RC）が残念がっ

ておられました。

ぜひ、投稿してください。「声」「私の一冊」「俳

壇歌壇柳壇」は、気軽に記事を送れますよ!!

　2017年10月15日（土）10時～17時、米山奨学生

レクリエーションが、宝塚大劇場にて開催されま

した。

　当クラブからは、地区米山奨学委員会委員長の

田中副会長をはじめ、カウンセラーの吉井会員、

坂田が参加しました。そして米山奨学生の鄭芝エ

イさん、米山学友の鍾允順さん、韓妍嬌さんが参加

しました。

   米山奨学生学友会（関西）から14名、青少年交

換学生とホストファミリー8名、奨学生とご家族

41人が参加しました。

　宝塚歌劇公演は、ミュージカル『ベルリン、わ

が愛』の公演を観劇しました。

  その後  大劇場  3階エスプリホールにて昼食懇

親会が開催されました。

　懇親会にはガバナーエレクト山本博史様、ガバ

ナーノミニー四宮孝郎様が参加されました。

　奨学生により近況報告がありました。

　今後の米山奨学関係の行事予定は以下の通りです。

11月10日（金）、10日（土）

国際ロータリー第2660地区　　地区大会

（帝国ホテル、NHKホール）

2月24日（土）

2017学年度  終了式・歓送会（千里阪急ホテル）

米山奨学小委員会   坂田  妙子

●バズセッション

バズセッションのテーマ(30分)

☆奨学生との交流及びその為の工夫

　奨学生が投稿したfacebookでの書き込みをする。

　送迎間の会話を重要視する。

☆世話クラブ補助費の使途

　移動例会、食事費にあてる。

☆奨学生の例会出席

　毎週参加する奨学生が多い。

●グループ報告   (20分)

この研修会に参加して

　社会に感謝し奉仕の精神を学ぶよう、奨学生を

導くようにしたいと思いました。

　そして国際奉仕の最前線に立てるような人材育

成に力を入れたいと思います。　　　　　　　　

以上

米山奨学生　カウンセラー　坂田妙子



 
　

 前々々例会　9月11日分のメークアップ　　　

 　田中会員　9月11日　ガバナーエレクトによる 2018-19
                            地区委員会活動方針説明会　出席

   

1486 回 1483 回

Ａ 会員数 31 名 31 名

Ｂ 出席免除者数 5 名 5 名

Ｃ 出席義務者数 Ａ-Ｂ 26 名 26 名

Ｄ 出席義務者欠席数 名 　2 名

Ｅ 出席義務者出席数 Ｃ-Ｄ 20 名 24 名

Ｆ 出席免除者出席数 4 名 4 名

Ｇ メークアップ数 1 名

出 席 率 　 ％ ８０．００％  ９６.６７％

補 正ホーム

例会日

例会回数

 2017年10月16日 2017年9月11日

ホーム出席率(本日)=(E+F)÷(C+F) 補正出席率=(E+F+G)÷(C+F)
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国際奉仕委員会事業について 

 

  

　

岸添　広一　会長 …

沢田　武司　幹事 …

高原誠一郎　会員 …

今井　卓哉　会員 …

新田　耕平　会員 …

奥村　雅一　会員 …

子安　丈士　会員 …

坂田　妙子　会員 …

冨田　博文　会員 …

北川　智司　会員 …

めっきり寒くなりました。カゼを
ひかない様注意して下さい。

息子とゴルフラウンドしてきまし
た。もうすぐ負けそうです。

22回目の結婚記念日です。

今月は、誕生日と結婚記念日です。

結婚記念日です。

さむくなりましたね!!

雨が多いですね。

ていちゃんが心を込めて会員の皆
様に卓話いたします。

今月、結婚記念日です。

29回目の結婚記念日でした。

合 計　35,000円　 累 計　396,000円

出　席　報　告

ニ  コ  ニ  コ  報  告

　

9月の結婚記念日

乾　禎則・貴子ご夫妻

　　平成4年9月20日

　ロータリー米山奨学金を受給して以来半年間、

これまでの奨学生生活で得たものは、たくさんあ

ります。奨学金による経済的な支援を得ただけで

なく、ロータリークラブ独自の世話クラブとカウ

ンセラー制度によって、日本での生活は、以前よ

りはるかに豊かになりました。

　自分の所属する池田くれはロータリークラブの

皆さまは、とても親切で、クラブ自体がファミリ

ーの様です。毎週行っている例会は、面白い行事

が多く、いつも和気あいあいの雰囲気です。毎週

ごとに通っても、一切ストレス感じさせず、むし

ろ毎週の楽しみになっています。ロータリークラ

ブに入って以来の毎日は、とにかく充実していま

す。例会以外にも、様々な行事に積極的に参加し

ました。ロータリークラブは、日本語でコミュニ

ケーションする場を与えてくれました。昔は、こ

うしてみんなの前に立ってスピーチするのが本当

に苦手でした。しかし、米山奨学生になって以来、 

RYLAセミナーと卓話スピーチなどの経験を通じて、

今は少し上手になった気がします。

　カウンセラー制度という心強い制度を通じて、

自分は生涯の先生を得ました。カウンセラーさん

は、母のように自分の面倒を見てくださいまし

た。生活面でも、学業においても、いっぱい助け

ていただきました。自分が異国の日本で、本当に

頼っていい人ができました。

　奨学生になって以来、たくさん貴重な経験、そ

れと初めての体験を得ました。感謝の気持ちを持

って、今後も頑張っていきます。

米山奨学生 　鄭 芝ｴｲ 様

「米山奨学生としての感想」

卓　　話

                             お　詫　び

　　　　　　　　　　　　　　　　前号（1485号）のニコニコ累計額（10/2）を誤って

　　　　　　　　　　　　　　　　　　掲載しておりました。正しくは下記の通りです。　　　

　　　　　　　誠に申し訳ありませんでした。

         誤　313,000円

         正　361,000円


