
 

 

2018 年 12 月 5 日 【第 1121 回】 

12月 5日の卓話 11月 28日の出席率 12月 12日の卓話 

  

「運送業について」 

みのり運輸㈱ 代表取締役社長 

坂本康朋様 

（当クラブ会員） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会員在籍者数       38名 

会員出席者数       21名 

会員欠席者数    17名 

本日の出席率     56.76％ 

前々回訂正出席率 89.47％ 

 

「 忘 年 家 族 会 」 

時間 18：00～21：00 

場所：東武ホテルレバント東京 

3階「吉野の間」 

 
≪第 1120 回例会報告 2018 年 11 月 28 日≫ 

司会：小松会員 

■点鐘：本多会長 

■ロータリーソング斉唱「日も風も星も」 

 ：ソングリーダー 尾身会員 

■「四つのテスト」斉唱（歌） 

■「ロータリーの目的」 

東京臨海 RCVer.唱和：佐藤正樹副会長 

■来賓紹介：本多会長 

 ゲストスピーカー 松林 茂様 

■ビジター紹介：西野会員 

 岩楯信一様（東京江戸川 RC） 

 田中久光様（地区社会奉仕委員長・浦添 RC） 

 山口幸一様（東京城東 RC） 

 野崎 信様（東京江戸川 RC） 

 中川 剛様（東京臨海東 RC） 

■会長報告：本多会長 

・特定クラブ基金寄付者お礼状贈呈：村社研太郎会員 

・東京臨海西 RC創立記念懇親会報告（11月 22日） 

■幹事報告：佐藤大輔幹事 

・ガバナー月信 12月号を 11月 27日会員皆様へメール

転送致しました。 

・地区大会は、来年 2 月 20 日・21 日ホテルニューオ

ータニで開催されます。会員皆様にご案内を送付し

ておりますので、登録内容を 12月 5日までにお知ら

せ下さい。 

・日本のロータリー100 周年委員会・記念事業等小委

員会より東京 2020 オリンピック・パラリンピック

「都市ボランティア」協力依頼がありました。詳し

くは会員皆様へメール転送しました添付ファイルを

参照の上、賛同いただける方は 12 月 18 日までに事

務局宛に申し込みください。 

■委員会報告 
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・社会奉仕委員会（髙橋委員長） 

 東京臨海 RC 旗争奪江戸川区学童オレンジボール大

会閉会式（11月 23日）報告。 

■出席状況報告：村社会員 

⇒詳細 1 頁バナー下に掲載。 

■ニコニコ BOX報告：佐藤輝彦会員 

(ご意向)こんにちは。本日も宜しくお願い致します。：

田中久光様（地区社会奉仕委員長・浦添 RC） 

(ご意向) こんにちは。本日も宜しくお願い致しま

す。：岩楯信一様（東京江戸川 RC） 

(ご意向) こんにちは。本日も宜しくお願い致しま

す。：野﨑信様（東京江戸川 RC） 

(ご意向) ご無沙汰しております。宜しくお願い致しま

す。：中川剛様（東京臨海東 RC） 

(ご意向)松林茂様、本日の卓話、宜しくお願い致しま

す。：本多会長、佐藤正樹副会長、佐藤大輔幹事、須

藤会員、村社会員、井上会員、入澤会員、小松会員、

勝間田会員、山田会員、尾身会員、髙橋会員、田村

会員、斉藤会員、栗山会員、笹本会員、大澤会員、

佐藤輝彦会員 

(ご意向)先日の妻の誕生日に美しいお花を頂きありが

とうございました。：中村会員 

＊卓話者 松林茂様より、お車代をニコニコに頂戴致し

ました。 

■卓話（紹介者：R財団担当 入澤昭彦委員） 

「ロータリー財団 卓話」 

地区ロータリー財団補助金委員会委員長 

東京セントラルパーク RC会長 松林 茂様 

・補助金の審査があります。今回は 24クラブから申請

をいただいております。その後クラブ面談も致します。

そして、奨学生。グローバル奨学生と地区補助金の奨

学生 書類選考が 74 名 その中から面談が 10 名とな

っています。ガバナーと委員長の面接が 6名いました。 

・お金を集めることが目的なのですが、集金マシーン

では困る。用途に合わせてお金を集めていきます。浄

財ボックスになりなさいとしています。年次基金（基

本的になんにでも使ってよいです）、ポリオプラス、恒

久基金（寄付金の元本には手を付けません。利息だけ

使わせていただきます）、ロータリー平和センター（紛

争解決の講座を設けています。世界中に 5 つ設けてい

ます。20名の奨学生がいます。大変な仕事ですが、あ

まり知られていません）と四つの寄付があります。 

・どれくらいのお金を集めていますか？ということで

すが、トータルで昨年は、300 憶（ロータリー財団）

です。運用益を足すと 400 憶となります。財団のファ

ンドはいくらあるかというと、3 年間運用して 3 年後

にそのお金を使いますということで、1000憶くらいあ

ります。RIの資金がどれくらいあるかというと、皆さ

まが負担しているお金が 1 人あたり 6 千円です。120

万人の会員が全世界でいますので、70憶あります。プ

ラス世界大会などの様々な運用益を足すと、100 憶の

予算があります。ロータリーでいいことをしますとい

うお金は、ロータリー財団のお金をまわしていきまし

ょうとなっています。なのでロータリー財団に寄付を

して下さいと言うことになっています。 

・クラブによっては、年次基金にだけ寄付して、後は

知りませんというクラブがあるが、バランスよく寄付

していただきたいです。お金だけ出してくださいと言

うわけにも行きませんので、表彰も致します。恒久基

金はベネファクター、年次基金やポリオプラスは PHF

など様々な認証があります。マイロータリーに登録し

ていると思いますが、プロフィールに寄付者の認証の

欄があります。寄付履歴が確認できます。 

・2580地区の寄付金額が、70万ドルありました。目標

金額が 1 人当たり 230 ドルとしていますが、平均をと

ると 229ドルでした。丁度良い金額となっています。 

・補助金を使う係を私はしています。皆様が寄付して

いただいたお金が戻ってきます。3 年前に寄付した金

額の半分が戻ってきます。それを原資にして地区補助

金を使ってくださいとお願いをしています。皆様に補

助金を使ってもらいます。目に見える形で使います。 

・ポリオは人間のみ宿主として活動します。世界的に

流行しましたが、撲滅に向けて頑張っています。アフ

ガニスタンとパキスタンのみとなっています。残る 1％

です。治安も悪く、ワクチンを接種しに行けない状況

となっています。 

・ロータリー平和フェローシップは世界で 5 つの大学

が関わっています。日本には国際基督教大学がありま

す。 

【24件 66,000円  累計 951,241円】 
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・地区補助金は、比較的小規模なので使いやすくなっ

ています。子ども食堂に対して支援したいという声が、

5 件来ていました。10 月号のロータリーの共に子供の

貧困が載っています。子ども食堂が一番多い地域は東

京です。一番貧困層ということになります。300 か所

以上あります。その次は神奈川 大阪 沖縄となって

います。子供の貧困の問題ではなく、大人の貧困と言

えます。政策的に解決していかなければならないので

しょうが、ロータリーとしては、困っているところに

手を差し伸べましょうということです。姉妹クラブな

どと協力しても構いません。新宿新都心 RCがネパール

で井戸を掘る。ネパールの RCと組んでプロジェクトを

しました。井戸を 200 本掘りました。1 本あたり 2 万

円で掘れるそうです。グローバル補助金の範囲内で達

成しました。東江戸川 RCは、ミャンマーに学校を作り

ました。 

・寄付金は 9 月の締め切り直前に相談が多いです。早

めにご相談していただけると幸いです。 

■点鐘：本多会長 

 

25 周年に向けての思いや思い出  

東京臨海 RCパスト会長・東分区ガバナー補佐 

新クラブアドバイザー  斉藤 実 

東京臨海ロータリークラブ創立 25周年おめでとう 

ございます。 

思い起こせば 25年前、東京江戸川 RCを親クラブ（ス 

ポンサークラブ）として誕生しました。右も左も分か

らない 灰色のものでもそれは白と言われればそうい

うものだと信じて頑張りました。色々な事がありまし

た。辞めたいと思ったことも何度かありましたが、辞

めたら負けだと思い正しいものは必ず勝つと信じて何

人かの会員で良いクラブにしようと力を合わせました。 

5周年記念の会長を引き受け、又東分区ＩＭのホス 

トも拝命し、メンバー一丸となって立派に務めたこと

は大きな自信となり、ロータリーを愛する切っ掛けと

なりました。 

この度、東京臨海西 RCを設立する事になり、万感の 

思いです。我々としては、年の離れた 2 人目の子供で

す。皆で温かく見守り、又応援し協力していきましょ

う。宜しくお願いします。 

 

 

ポリオってなんですか？いまさら 聞くに聞けない！ 

ポリオとは急性灰白髄炎と言います。 

症状 

感染者の 90～95％は症状が出ません、約 5％には発

熱、頭痛、のどの痛み、気持ち悪さ･おう吐、だるさ、

首が固まる、足の痛みなどの症状が見られます。感染

者の 200 人に 1 人に下半身の麻痺が出現し、そのうち

5-10%が呼吸筋麻痺により死亡すると言われています。 

感染経路 

口からヒトの体内に入ったウイルスは、のどや小腸

の粘膜で増殖、血流を介して中枢神経系へ達し、脊髄

運動神経に感染、典型的なポリオ症状を示します。感

染後症状がなくても糞便中に数週間にわたりウイルス

が排泄され、新たな感染源となります。とくに 5 歳以

下の小児は感染しやすい傾向にあります。 

治療法 

特異的な治療法はありません。 

予防等 

ワクチン接種による予防が主体です。 

（引用参考文献 関西空港検疫所） 

ロータリーの友 11 月号 18 ページに詳細記事があり

ます。ロータリーの友を大切に愛読しましょう。 

 

 

今回は、われら東京臨海ﾛｰﾀﾘｰｸﾗﾌﾞのパスト会長の 

斉藤 実会員（東分区ガバナー補佐）の記事がガバナー

月信 12月号に掲載されています。読んでいただければ

と思います。一部抜粋。 

「疾病予防と治療月間について」 

以前の 12 月は“家族月間”でしたが、現在、12 月

は“疾病予防と治療月間”、2 月は“平和と紛争予防/ 

紛争解決月間”、そして 3 月は“水と衛生月間”、4 月

は“母子の健康月間”と、RI は人道的世界社会奉仕活

動に益々向かっているような気がします。 

ロータリー創立 75 周年を祝って「3－H プログラム」

ポリオ撲滅活動が始まりました。国際間の理解、親善

及び平和を推進するための方法として、人々の健康状

態を改善し飢餓を救済し人間的社会的向上発展を図る

ことにあります。 

RI の本格的取り組みに先駆けた日本のロータリー

の活動を忘れてはなりません。1982－83 年度 東京麹 

町 RC 創立 15 周年記念事業として山田ツネさん、峰 

英二さんが中心になり、南インドにポリオワクチン 

を送り子供達をポリオから救う計画を立て、第 258 

地区と第 275 地区の賛同を得て 2 つの地区の世界社 

会奉仕（WCS）プロジェクトに発展しました。 

12 月の“疾病予防と治療月間” について考えていた 

だければ幸いです。 

 

 

 

 

ロータリーをもっと知ろう 

臨海コーヒーブレイク 

東京臨海ロータリークラブ 25 周年への思い 

 

当クラブ例会変更のご連絡 

次週 12月 12日(水)は、 

忘年家族会の為、夜間例会に変更しております。 

お昼の例会はございません。 

 

 


