
                                                                         

 

 

 

 

本日の例会（第１６１７回）  １１／１２（水） 

◆松野ガバナー補佐訪問が行われます。 

次回の例会（第１６１８回）  １１／１９（水） 

◆卓話紹介会員 石黒  勉君 

◆スピーカー 音楽講師 吉川 純子様 

◆題    名 懐かしの映画音楽を紐解く 

第１６１６回例会記録      １１／５（水）曇 

◆司    会 杉浦 定文君 

◆斉    唱 国歌・君が代／RS・奉仕の理想 

◆ゲスト紹介 国際ロータリー第２７６０地区  

ポリオプラス委員会 

副委員長 佐々木 久直様 

◆来訪者紹介 名古屋東山RC 金田 英和君 他1名 

出 席 報 告 

会 員 数  38 名  前々回訂正  1614 回例会 

欠席会員数  10 名  欠 席 会 員  2 名中 

出席会員数  28 名  MAKE UP  2 名 

出 席 率  73.68％  出席率訂正  100％ 

会  長  挨  拶 

世界で最初の地下鉄 

会  長  岩田 滿治 

世界で最初の地下鉄は

1863年イギリスのロンド

ンでした。 

勿論、当時電気機関車な

どは無く、そこで、とても 

 

想像できない事ですが、イギリス人は地下のトンネルに

蒸気機関車を走らせたのです。トンネル内に煙が立ち込

めて、かなりものすごい結果になるのは実験をしなくて

も分かりきっています。そこで、ところどころに道路上

に煙抜きの穴を掘ったり、一旦水の中を潜らせたり、色々

工夫を凝らしたが、ほとんど効果は無かったそうです。 

開通式の時は式に招待された正装した紳士淑女を乗せ

た車両は、無蓋車つまり屋根が無い物でした。その結果

どうなったか？残念ながら、現在残っているのは、真っ

白なシャツに身を固めた乗車前の記念写真だけ。 

ロンドンの地下鉄は、この煙害にもかかわらず、大変

な人気だったそうです。約 6 キロメートルのコースで、

最初の一年間で 950 万人を運んだそうです。その後

1890 年～電化が始まり、ＳＬ地下鉄は 1905 年に姿

を消したそうです。（昭和 30 年前半、日本のＳＬ機関車

は煤煙がひどく小学校の夏季林間学習で、恵那駅迄行く

場合、中央本線の高蔵寺駅を過ぎたころから、トンネル

の数が特に多く、引率の先生から「トンネル」入る！「ト

ンネル」出た！の声をかけられる度に窓の開閉作業でヘ

トヘト、揚句の果て目的地に着けば、鼻の穴周り・目の

周りは無論のこと、白い開襟シャツは煤だらけ！）顔は

今で言うパンダの出来損ない！そんな時代でした。 

幹  事  報  告  

1.今月はロータリー財団月間です。本日は R.I.第 2760

地区 ポリオプラス委員会 副委員長 佐々木久直様を

お招きしております。後程、月間に因みまして卓話を

して頂きますので、よろしくお願い致します。 

2.来年 3 月 12 日(木)に開催されます東名古屋分区 I.M.

のご案内のためホストクラブの名古屋東山 RC より

I.M.実行部会長 金田英和様、I.M.実行副部会長 久野洋
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一様がご来訪されております。後程、ご挨拶をして頂

きます。当クラブは 3 月 11 日(水)の例会を変更して

参加しますので、よろしくお願い致します。 

3.次回例会(11/12)は松野ガバナー補佐の訪問日です。

なるべくご欠席のないようお願い致します。本日、当

日のプログラムを同封致しましたので、よろしくお願

い致します。例会終了後クラブ協議会を行いますので、

ご出席の方はクラブ計画書を必ずご持参下さい。 

4.新しい規定集が出来上がりましたので、お持ち帰り下

さい。 

5.米山月間の募金（74,000 円）を米山記念奨学会へ送

金致しました。ご協力ありがとうございました。 

6.ロータリー財団への寄付を 11 月支払いでお申し込み

いただきました方に送金のご案内を同封致しましたの

で、よろしくお願い致します。尚、レートの関係上、

送金は 11 月 19 日(水)までにお願い致します。 

7.来る12月13日(土)の家族忘年会のご案内及び出欠票

を同封致しましたので、11 月 19 日(水)までにご提出

下さい。尚、12 月 17 日(水)の例会を変更して行いま

すので、お間違えのないようお願い致します。 

 

東名古屋分区 I.M.のご案内をする 

ホストクラブ名古屋東山 RC の 

金田英和 I.M.実行部会長並びに久野洋一 I.M 実行副部会長 

委 員 会 報 告 

・家族忘年会のご案内 

（親睦活動副委員長    道家 泰之） 

卓  話 

改革！新しいロータリー財団 

国際ロータリー第 2760 地区 

ポリオプラス委員会 

副委員長 佐々木 久直 様 

私はポリオプラス委員

ですので、まずポリオ撲滅

についてお話をさせて頂きます。先の 11 月 1 日(土)か

ら 3 日(月)と開催された WFF においても、「ポリオ撲滅

まであと少し！」を大々的に PR しましたが、RI 財団が

掲げている第 1 の目標はポリオの撲滅です。是非、会員

の皆様の社員を始めご家族やご友人、そしてロータリア

ンとして世界に向けて「ポリオ撲滅まであと少し」であ

ることをお伝えいただけたらと願います。そして、今撲

滅しなければ長引けば長引くほど多額のお金がかかり、

撲滅活動自身が困難となってくること。世界での活動資

金総額の約半分を、ロータリー財団の活動と日本による

寄付金であることをご理解ください。今年度も 2760 地

区はポリオワクチン投与活動として、インド NID 

（National Immunization Day インドポリオワクチン

投与の日）への参加を継続し、2015 年 1 月 17 日(土)

～21 日(水)にデリーに渡航します。是非ご参加くださ

い！ 

さて、大先輩の皆さんがお見えの中、若輩者がロータ

リー財団についての卓話は大変おこがましい事ですので、

本日は 2010-11 年から始まった「未来の夢計画」の現

状報告と、これからの方向性についてお話したいと思い

ます。 

RI 財団は創立以来第 2 世紀を迎え、2008 年の米国リ

ーマンショックを経て、ロータリー財団の仕組みが大き

く変わりました。世界や地域のニーズを取り入れ「世界

で良いことをしよう！」を目標にプログラムが変更され、

2010-11年度から3年間のパイロット期間において修

正されました。そして、2013-14 年度より「未来の夢

計画」が世界展開され、ロータリー財団の改革が始まり

ました。 

新たな「ロータリー財団の使命」（2013 年版手続要

覧・ロータリー財団章典 1.030）とは、RI 理事会と管理

委員会は、「教育の推進、きれいな水の提供、平和の構築、

母子の健康の支援、地元経済への支援、疾病の予防」（重

点 6 分野）のための補助金を通じて、ロータリー財団の

使命を果たすことに多大な力を注ぐとあります。各ロー

タリークラブが補助金を活用し、人々の健康状態を改善

し、教育への支援を高め、貧困を救済するなどロータリ

アンが自ら活動して、世界理解、親善、平和を達成する

ことにあります。 

新しい補助金制度は、地区財団の裁量がこれまで以上

に大きくなり、いろいろなことが簡略化・効率化され、

地区とクラブの裁量で、地区内から海外のニーズに向け

たプロジェクトを行なうことが出来、かつ持続可能な成

果を生むことができるようになりました。 

今年度 2014-2015 年度の新地区補助金の現状を報



告しますと、補助金の総額が 18,295,000 円、申請額

が 15,439,000 円、申請クラブは 51 クラブと「未来

の夢計画」が始まり非常に活発になってきています。グ

ローバル補助金の活用状況としましても、5 クラブが現

在進行中と活発になってきました。2760 地区の補助金

の新ルールとしましては、参加資格要件が「全ての補助

金事業開始年度に対し 1 クラブ 1 事業のみ申請可能」と

なっています。新地区補助金は、「申請書の提出期限が当

該年度前の 1 月～3 月、事業の執行機関は当該年度の 7

月から翌 2 月末、補助金の申請上限額が 1 クラブ 100

万円まで（事業総額の半分）」となっています。グローバ

ル補助金は、「地区が補助する DDF から総額 5 万米ドル

以下」です。DDF とはご存知でしょうが、地区内の全ロ

ータリークラブから寄せられた年次寄付と恒久基金寄付

収益金が、3 年後に利子と共に地区に戻ってきます。シ

ェアシステムにより地区財団活動資金（DDF） 50%と、

国際財団活動資金（WF）50%に配分され、DDF は新地

区補助金に充てられます。当地区では、DDF からポリオ

プラス活動や平和フェローシップへの毎年寄贈も行って

おります。また、WF を活用したグローバル補助金事業

を積極的に実施して、年次寄付の 75％の活用を目標に

しています。  

また当地区は全国で唯一、グローバル補助金を使用し

VTT 委員会は医療チームの派遣を行っています。

2010-11 年度は 5890 地区（アメリカ・ヒュースト

ン）、2011-12 年度は 9600 地区（オーストラリア・

ブリスベン＆ソロモン諸島）、2012-13 年度は 7070

地区（カナダ・トロント）、今年度は 3780 地区（フィ

リピン・ケソン市）にて医療研修チームの派遣と受け入

れの支援活動を行いました。  

また、グローバル補助金奨学生として今年度は、加藤

美生さんを 3350 地区（タイ・バンコク）に派遣しまし

た。 

ロータリー財団は、「毎年あなたも 150 ドルを」を合

言葉に、ロータリアンからの年次寄付をお願いしていま

す。年次寄付のみならず恒久基金へのご協力もお願いい

たします。ご協力いただきました寄付金は、公益財団法

人ロータリー日本財団への個人・法人からの寄付扱いと

して税制上の優遇措置の対象となります。 最後に、「ロ

ータリー・カード」への入会をお願いしまして、本日の

卓話を終了させていただきます。ご清聴ありがとうござ

いました。 

誕 生 日 

11/  1 入江由希子さん   11/ 20 岩田  滿治君 

11/ 26 渡邉  泰彬君 

11/ 10 加藤あつこさんご主人 

11/ 18 足立陽一郎君ご夫人 

結 婚 記 念 日 

11/  8 柴山  利彌君   11/ 10  横井    登君 

11/ 12 松岡  三明君      11/ 18  北村  紀子さん 

11/ 23 小關  敏光君      11/ 30  古川  康司君 

 

ニ コ ボ ッ ク ス 

佐々木久直様（地区ポリオプラス副委員長） 

本日財団月間の卓話をさせていただきます。 

若輩者ですが宜しくお願いします。 

金田 英和君（名古屋東山 RC・I.M.実行部会長） 

久野 洋一君（名古屋東山 RC・I.M.実行副部会長） 

本日はお世話になります。 

I.M.の PR にまいりました。よろしくお願い致します。 

古川 康司君 

結婚記念日をお祝い頂きまして、ありがとうございます。 

渡邉 泰彬君 

誕生日を祝っていただきます。 

梅村美知容さん 

3 日、ロータリーフェスに北村さんと私が合唱で出演さ

せて頂きました。感謝。 

横田 徳久君 

6 人目の孫（次男に女の子）が生まれました。 

皆様ありがとうございます。 

【地区ポリオプラス副委員長 佐々木久直様をお迎えし

て。卓話よろしくお願い致します。】 

岩田 滿治君 横井 尚啓君 香田 研二君 北村  紀子さん 

近藤   朗君 藤原 研一君 西脇 良一君 星川  直志君 

道家 泰之君 横井   登君 松岡 三明君 足立陽一郎君 

小關 敏光君 遠藤 友彦君 玉置 正樹君 伊藤  晋一君 

石黒   勉君 

阿部 美男君 

西脇 多吉君 

宇都木 寧君 

木村 雅一君 

 

祖父江佳乃さん 

 

 


