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～今までも、 これからも～
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のホストクラブを務める事になります。

例会報告

よって、来期東名古屋分区 ・ IM ・ ホストクラブは、名古屋名北 RC

本日の例会 （第１８７６回） １１／１１ （水）

が、 務める事となります。 IM のメインは、 講演です。 過去１０年の

【地区委員報告】
◆スピーカー グローバル奨学生・平和フェロー委員会
委員 近藤 朗君

IM の講演者、演題等を調査し、重複しない様にする。
名北 RC がホストを務めた過去３回（判明分のみ） の調査結果 ・ ・
（1） 第１３期 (１９９３～９４ )

次回の例会 （第１８７７回） １１／２５ （水）
【会員卓話】 会員 杉浦 定文君

名古屋第二分区 IM （１９９３.１０.１６）（キャッスル H）
・ 吉村卯一郎/ 名古屋第二分区代理。

※１１月１８日
（水）は、休会です。

＊講演 「サルのメッセージ」
講演者 / 日本モンキーセンター園長 小寺重孝氏。

第１８７５回例会記録 １１／４ （水）
◆司

会 加藤 昌之君

（2） （２０００～２００１）・東名古屋分区 IM （２０００.１１.３０）（キャッスルH）

◆斉

唱 君が代 ・ＲＳ／奉仕の理想

・ 星川直志 / 東名古屋 G 補佐。

◆ゲスト紹介 資金推進委員会 副委員長 佐野 彰彦様

＊講演 「21 世紀日本のエネルギー」
講演者 / 中電社長、 工学博士 ・ 太田宏次氏
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（3） （２０１０～２０１１） 東名古屋分区 IM （２０１１.２.９） （キャッスル H）
１８７３例会
３名中
２名
９６.６７％

・ 東名古屋分区 G 補佐 / 遠藤友彦君。
＊講演 「名古屋開府 400 年記念 『文化を守る』」
講演者 / 尾張徳川家第 22 代当主 ・ 徳川義崇氏。
（4） （２０２１～２０２２） ・ 東名古屋分区 IM （２０２２.２末～３初）
・ 東名古屋分区 G 補佐 / 西脇良一君。

会長挨拶
会長代行 梶川 久雄

＊IM 開催日時、 会場等は、 早急に決定する。
＊内容については、２０２１-２２年度 「ＲＩ会長テーマ」、 「２７６０地区
ガバナー方針」 は踏まえた 「東名古屋分区の方針」 を 「ＩＭテー

本日のゲストとして地区財団資金推

マ」 とする。 「ＩＭテーマ」 にふさわしい講演会にする為、 皆様の

進委員会 / 副委員長 佐野彰彦様

絶大なご協力を宜しくお願い申し上げます。

をお招きしました。

幹事報告

後程、１１月ロータリー財団月間卓話
演題 「ロータリー 財団プログラムに

1. 今月は、ロータリー財団月間です。本日は、国際ロータリー第２７６０

ついて」 ～財団は、ロータリー会員の

地区資金推進委員会副委員長 佐野 彰彦様をお招きしておりま

財産です～を、 宜しくお願い申し上

す。後程月間に因みまして卓話をしていただきますので、 よろしく

げます。

お願い致します。

さて、先日、香田会長エレクトが、来社され、「来期、IM実行委員長を

2. 来る１１月２５日 （水） に創立４０周年記念編集委員会の説明会を

やってもらいたい」、との内示を頂きました。

開催致します。 遡って歴代１０年の会長をされた方にお集まりをい

来期は、西脇君が、東名古屋分区・ガバナー補佐を務められます。

ただきたいです。該当の方にはご案内を同封致しましたので、ご確

ガバナー補佐輩出クラブが、分区行行事 ・IM （Intercity Meeting）

認をお願い致します。

3. １１ 月 １日よりロータリー適用相場 （ﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ） が 1 ドル 104 円

しました。 また、 日本の栽培農家の方が、 タイに訪問し、現地にて

（10 月 ： 105 円） に変更される旨、 国際ロータリー日本事務局よ

直接栽培の指導を行いました。

り連絡が届いておりましたのでお知らせ致します。

④ポリオプラス

4. 来る３月１４日 （水）、愛知県国際展示場 (Aichi Sky Expo) ホール

ポリオに対する有効な治療法がないため、予防の為のワクチン投与

Ａにて、 地区大会が開催されますので、 ご案内と出欠票を同封

しか有効な手段がない。現在、 パキスタン ・ アフガニスタンで発症

致しました。 １１月１８日 （水） までにご回答を受付または、事務局
へＦＡＸにてお願い致します。また、出席義務者以外の方で参加
希望の方は事務局までお申し出下さい。
【地区大会詳細】 ２０２１年３月１４日 （日）
顕彰昼食会 （対象者のみ） 受付１０:４５ 開会１１:００ 閉会１２:００
本

会 議

受付１２:３０ 開会１３:００ 閉会１６:５０

ガバナー主催大懇親会

受付１７:００ 開会１７:３０ 閉会１９:００

(懇親会時間がＰＲチラシと異なりますが、こちらが最新となります。

の報告がされているが、 撲滅までにいたってない。
日本人にとって身近な病気ではないかもしれないが、 世界で根絶し
ていないために、国内でも５４ヶ月までに４回のポリオワクチンの接種
が必要です。 本当に “あとちょっと” ですが、 ポリオ根絶の為に運
動をし続けて行かなければならないのです。
２０１９-２０年度は当地区の財団活動資金から＄２５万と名古屋名東RC
坂本精志様から＄２５万の寄付をいただき、ウガンダのマケレレ大学

ただし、プログラム内容により、 時間変更の可能性もございますの

にアフリカ初の平和センターが設置されました。

でご了承ください。）

以上の活動を行って行く上で、 大切なのは皆様からいただく、 財団

【出席義務者】※オンラインでのご参加も可能です。 出欠票にて、

への寄付です。

ご選択をお願い致します。

Every Rotarian,Every Year 会員お一人＄１５０以上、またポリオ撲滅

5. 財団の 「END POLIO NOW」 マスクをクラブで購入致しました。
受付にございますので、 お持ち帰り下さい。

の為の資金として＄３０以上計＄１８０， 約２０,０００円の寄付をお願い
します。
ポールハリスフェロー・マルチプルポールハリスフェロー・メジャードナ

月間卓話
資金推進委員会 副委員長 佐野 彰彦様
『ロータリー財団プログラムについて』
～財団は、ロータリー会員の財産です～

ーの認証を多くの方に受けていただきたいと思います。
毎年＄１,０００を継続的に寄付していただける、ポールハリスソサエテ
ィの入会をお願いします。
引き続き、 財団へのご理解とご協力をお願いいたします。

刈谷 RC から出向しています、 資金

ニ コ ボ ッ クス

推進委員会副委員長の佐野彰彦で
す。 本日は財団月間の卓話にお呼
びしていただきありがとうございます。
名古屋名北 RC 様の昨年度の財団
寄付の報告です。
年次基金＄９１.６７/人（目標＄１５０）、
ポリオプラス＄１９.３８人、 財団に寄付
された人数は １７人（５２％）です。累計寄付額＄１０,０００以上されたMD
（メジャードナー） は星川直志様です。ロータリー財団の使命は、ロー
タリアンが健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済する
ことを通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることです。
寄付された資金の使われ方について、 説明させていただきます。
①地区補助金事業
各クラブから申請された事業を審査し、 補助金を支給いたします。
補助金留学生年間 ５名まで ２０１９-２０年 度は当地区から ２名のグ
ローバル補助金奨学生がいます。
③職業研修チーム （VTT）
国内の専門家チームを海外に派遣 ・ 現地の専門家チームを招聘し
て研修を行う。２０１９-２０年度は農業研修シャインマスカットの栽培法
について、 日本の栽培農家にタイのブドウ農家の方が来日し、 研修

渡邉

泰彬君 ８２歳の誕生日を祝っていただきます。

佐野

彰彦様 本日、財団の卓話をさせていただきます。
よろしくお願い申し上げます。

梅村美知容さん めざせ５０ みなの力で プロジェクト５０
入江由希子さん お誕生日を祝って頂いてありがとうございます。
【月間卓話、佐野彰彦様宜しくお願いします。】
梶川 久雄君 杉浦 定文君 足立陽一郎君 平子 明資君
西村

努君 梅村

篤君 加藤 昌之君 塚本

隆君

尾關實津成君 岩田 滿治君 尾関 正一君 香田 研二君
西脇 良一君 伊藤 晋一君 玉置 正樹君 加藤あつこさん
吉村知紗さん 林

功君 柴山 利彌君 祖父江佳乃さん

河東 広樹君 石黒

勉君 加島

光君

