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●司 会  岩井岩井岩井岩井    茂次茂次茂次茂次    副副副副 SAASAASAASAA 

●●●●点 鐘  渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

●斉 唱  「奉仕の理想」 

本日本日本日本日のののの卓話者卓話者卓話者卓話者紹介紹介紹介紹介                                                    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    会長会長会長会長    

2590259025902590 地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団    増進委員長増進委員長増進委員長増進委員長                    石井石井石井石井    透透透透    様様様様    

来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介                            長倉長倉長倉長倉    連治連治連治連治    親睦委員長親睦委員長親睦委員長親睦委員長    

今週今週今週今週、、、、来訪来訪来訪来訪ロータリアンロータリアンロータリアンロータリアンのののの紹介紹介紹介紹介はございませんはございませんはございませんはございません。。。。    

入会祝入会祝入会祝入会祝                                                    誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

鈴木 幹久会員 1987.11.04   安藤 賢一会員 

嶋崎 嘉夫会員 1995.11.01   細谷 重徳会員 

長倉 連治会員 2006.11.22   伊藤 善通会員 

浜本 数美会員 2009.11.04   横山 俊夫会員 

                清水 宏明会員 

奥様奥様奥様奥様のののの誕生祝誕生祝誕生祝誕生祝    

横山 俊夫会員奥様  雅美様 

村石 庄作会員奥様  美代子様 

矢野 清久会員奥様  綾子様 

尾崎 昭元会員奥様  千鶴子 

・・・・・・・・ おめでとうございます ・・・・・・ 

会長報告会長報告会長報告会長報告                                                                渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

・布川二三夫会員が 11 月 10 日（水）皇居にて瑞宝双光章の叙勲

を受けられました。 

・地区大会のお礼案内が川野ガバナー及び大会委員長石井様より

ございました。 

・訃報、2590 地区 2002~2003 年度ガバナー工藤護様がご逝去さ

れました。11 月 18 日、19 日にて通夜・告別式が行われます。 

・11 月 10 日（水）に開催されました第 5 回理事会のご報告は、 

 議事録をご参照下さい。 

 

 

 

        

・2012~13 年度 RI 会長に 2770 地区八潮 RC の田中作治様が選

出されました。「ロータリーの友」11 月号 45 ページを参照下

さい。 

幹事報告幹事報告幹事報告幹事報告                                                                    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・11 月 24 日（水）の例会時、通常の駐車場入口は工事中のため

使用が出来ません。参道方面からお入り下さい。 

・11 月 12 日～14 日の日程で当クラブ草野球同好会が RC 全国大

会に出場の為、福山へ行ってきました。残念ながら 1 回戦で惜

しくも敗退しました。お土産が受付カウンターにございますの

で受取りください。 

・アメリカンフットボールの招待券が 10 枚ほどございます。 

 受付カウンターにて希望者の方は受け取りください。 

・11 月 20 日（土）10 時 30 分よりゆずりは園にてお祭が開催さ

れます。皆様の参加を宜しくお願い致します。 

出出出出席報告席報告席報告席報告                                                                    岩井岩井岩井岩井    茂次会員茂次会員茂次会員茂次会員    

メークアップメークアップメークアップメークアップ                船木幸雄会員 

    

メークアップメークアップメークアップメークアップ            野沢隆幸・大藪善一・清水宏明・川又竜志郎 

         坂東保則            各会員 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1835 回 64 64 64 0 100.00% 

1833 回 64 56 39 17 69.64% 

前々回の修正メークアップ   1 名 修正出席率          71.42% 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1836 回 64 57 29 28 50.87% 

1834 回 64 57 37 20 64.91% 

前々回の修正メークアップ   5 名 修正出席率          73.68% 

第第第第３８３８３８３８期期期期    

会会会会    長長長長    渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫冨士夫冨士夫冨士夫    

副会長副会長副会長副会長    竹田竹田竹田竹田    正和正和正和正和    

                伊藤伊藤伊藤伊藤    佳佳佳佳子子子子    

幹幹幹幹    事事事事    鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二昇二昇二昇二    

ＳＡＡＳＡＡＳＡＡＳＡＡ    須山須山須山須山    文夫文夫文夫文夫    

川川川川川川川川川川川川崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎崎大大大大大大大大大大大大師師師師師師師師師師師師ロロロロロロロロロロロローーーーーーーーーーーータタタタタタタタタタタタリリリリリリリリリリリリーーーーーーーーーーーーククククククククククククララララララララララララブブブブブブブブブブブブ週週週週週週週週週週週週報報報報報報報報報報報報            

Tel.044Tel.044Tel.044Tel.044----277277277277----7569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.0447569  Fax.044----288288288288----8550855085508550    

URL URL URL URL http://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishihttp://kawasakidaishi----rc.com/rc.com/rc.com/rc.com/        EEEE----mail:daisimail:daisimail:daisimail:daisi----rc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jprc@eagle.ocn.ne.jp    

例会日例会日例会日例会日：：：：毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日毎週水曜日    ＰＭＰＭＰＭＰＭ１２１２１２１２：：：：３０３０３０３０～～～～    

例会場例会場例会場例会場：：：：大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館大本山川崎大師平間寺信徒会館    

事務局事務局事務局事務局：〒：〒：〒：〒210210210210----0812 0812 0812 0812 神奈川県川崎市川崎神奈川県川崎市川崎神奈川県川崎市川崎神奈川県川崎市川崎区東門前区東門前区東門前区東門前 1111----15151515----10101010    カーサカーサカーサカーサ石井石井石井石井 1F1F1F1F 

第１８３７回（本年度 第１８回） 例会 平成２２年１１月１７日  －雨－ 
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10101010 月月月月    出席順位出席順位出席順位出席順位    

375％ 牛山裕子会員 

325％ 武者惠吾会員 

300％ 増田昌美・大藪善一・渡辺冨士夫・鈴木昇二 各会員 

250％ 鈴木幹久会員 

225％ 中村眞治・横山俊夫  各会員 

200％ 石川庸会員 

175％ 寺尾巌・野沢隆幸・白石浩司・伊藤佳子・長倉連治 

    坂東保則                各会員 

150％ 船山昭三・竹田正和・岩﨑寛・水口衛・須山文夫 

    小林勇次・鈴木節夫           各会員 

125％ 竹中裕彦・布野真治・仲川文則・岩井茂次・中山周二 

    石渡勝朗・岩田一弘・船木幸雄      各会員 

ホームクラブホームクラブホームクラブホームクラブ１００１００１００１００％％％％    

鈴木幹久・中村眞治・増田昌美・竹田正和・横山俊夫・石渡利治 

村石庄作・石川庸・渡辺冨士夫・布野真治・白石浩司・仲川文則 

岩井茂次・鈴木昇二・伊藤佳子・武者惠吾・水口衛・須山文夫 

小林勇次・牛山裕子・長倉連治・岩田一弘・鈴木節夫 各会員各会員各会員各会員 

スマイルレポートスマイルレポートスマイルレポートスマイルレポート（（（（ニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックスニコニコボックス））））            伊藤伊藤伊藤伊藤    佳子副会長佳子副会長佳子副会長佳子副会長    

11 月 10 日分 

第第第第 1111 グループガバナーグループガバナーグループガバナーグループガバナー補佐補佐補佐補佐    

市川市川市川市川    緋佐麿様緋佐麿様緋佐麿様緋佐麿様    

・3 クラブ合同例会のご盛会をお祝い申し上げます。 

川崎南川崎南川崎南川崎南 RCRCRCRC    

青少年交換委員長青少年交換委員長青少年交換委員長青少年交換委員長    林田林田林田林田    武様武様武様武様    

・本日は留学生のヘナート君を紹介に参りました。 

 宜しくお願い致します。 

布川布川布川布川    二三夫会員二三夫会員二三夫会員二三夫会員    

・11 月 10 日皇居にて瑞宝双光章の叙勲を受けましたので。 

11 月 17 日分 

横浜保土横浜保土横浜保土横浜保土ヶヶヶヶ谷谷谷谷 RCRCRCRC    

石井石井石井石井    透様透様透様透様    

・本日はロータリー財団月間の卓話にお伺い致しました。   

島岡榮基島岡榮基島岡榮基島岡榮基会員会員会員会員    

・所用にて早退させて頂きますので。 

宮山宮山宮山宮山    光男会員光男会員光男会員光男会員    

・会員の皆様、寒さが厳しくなってまいりました。 

 体調には充分気をつけましょう。 

野沢野沢野沢野沢    隆幸会員隆幸会員隆幸会員隆幸会員    

・日韓仏教の会合で明日から釜山に行ってきます。 

横山横山横山横山    俊夫会員俊夫会員俊夫会員俊夫会員    

・野球部の応援ありがとうございました。 

今日は神奈川県野球大会に主力メンバーは行っています。 

渡辺渡辺渡辺渡辺    冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長冨士夫会長    

・石井様、財団のお話を宜しくお願い致します。 

 大分寒くなりました。皆様お体には気をつけて下さい。 

鈴木鈴木鈴木鈴木    昇二幹事昇二幹事昇二幹事昇二幹事    

・地区ロータリー財団増進委員長石井透様、ロータリー財団の寄

付についての卓話宜しくお願い致します。 

・3 クラブ合同例会のスタッフの皆様、お疲れ様でした。 

    

本日本日本日本日ののののニコニコニコニコニコニコニコニコののののテーマテーマテーマテーマ    

「「「「ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団のののの寄付寄付寄付寄付についてごについてごについてごについてご指導宜指導宜指導宜指導宜しくおしくおしくおしくお願願願願いしますいしますいしますいします」」」」    

船山昭三船山昭三船山昭三船山昭三・・・・牛山裕子牛山裕子牛山裕子牛山裕子・・・・伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子伊藤佳子・・・・坂東保則坂東保則坂東保則坂東保則・・・・鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫鈴木節夫    

                                                                                                    各会員各会員各会員各会員    

                                                                                        合計 54,000 円 

委員会報告委員会報告委員会報告委員会報告    

地区地区地区地区ライラライラライラライラ委委委委員会員会員会員会                                                        石川石川石川石川    庸会員庸会員庸会員庸会員    

来年 2 月 11 日、12 日の 1 泊 2 日でライラが計画されています。 

今年度は 18~30 歳までの青年を対象に行ないます。インターア

クトに関しては 12 日のみの参加となっています。ライラ委員会

からのお願いはクラブよりロータリアン 1 名、ロータリーに関係

のある方（RAC 等）1 名、受講者 1 名、大師高校より数名の参

加をお願い致します。 

親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会親睦活動委員会                                                    長倉長倉長倉長倉    連治委員長連治委員長連治委員長連治委員長    

・新睦及びエイジングプログラム委員会を 11 月 30 日(火) 

 18 時 30 分から「恵の本」にて開催いたします。万障お繰り合

わせのうえ、ご参加いただきますようご案内申し上げます。 

・年忘れ家族会のご案内 

 12 月 22 日(水)横浜ベイシェラトンホテル＆タワーズにて行な

います。ご出欠の返事は 12 月 6 日までにお願いいたします。 

    会員数 対象者 出 席 欠 席 出席率 

1837 回 64 57 19 38 33.33% 

1835 回 64 64 64 0 100.00% 

前々回の修正メークアップ   0 名 修正出席率          100.00% 

大成功です。 



川崎大師川崎大師川崎大師川崎大師ロータリークラブロータリークラブロータリークラブロータリークラブ    週報週報週報週報    第第第第１８１８１８１８号号号号                                            ２０１０２０１０２０１０２０１０年年年年１１１１１１１１月月月月２４２４２４２４日日日日    発行発行発行発行            3 頁    

 

 

Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111 年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    

 メイン料理の選択肢もございますのでご記入の際お間違えの

ないようにお願い致します。 

 当日のゲストは二十絃筝奏者・中垣雅葉さんです。 

新世代委員会新世代委員会新世代委員会新世代委員会    

プログラムプログラムプログラムプログラム委員会委員会委員会委員会                                                牛山牛山牛山牛山    裕子委員長裕子委員長裕子委員長裕子委員長    

・来年 3 月 9 日(水)例会に東京 RC より上田信太郎様が卓話にこ

られます。 

・11 月 24 日(水)20 時より当クラブ事務局において RAC の例会

がございます。当日は地区代表訪問が行われますので提唱クラ

ブの方々の参加をお待ちしております。 

・11 月 24 日（水）13 時 45 分（例会終了後）より地区 RAC 年

次大会の件で意見交換を行ないたいと思いますので皆様の参

加をお願い致します。 

・12 月 19 日(日)、第 41 回地区 RAC 年次大会を川崎大師 RAC

がホストクラブとして開催されます。 

 提唱クラブとしてのご協力をお願い致します。 

 信徒会館大講堂にて大会を行ない 2 階座敷にて懇親会の予定

です。多くのロータリアンの参加をお願い致します。 

卓話者卓話者卓話者卓話者のののの紹介紹介紹介紹介                石川石川石川石川    庸会員庸会員庸会員庸会員 

石井 透  様（横浜保土ヶ谷 RC） 

職業：不動産業（主に建物賃貸） 

   有限会社 丸八 代表取締役 

ロータリー歴 

1995 年 6 月 横浜保土ヶ谷 RC 入会 

2002~03   地区副幹事 

2006~07   地区 R 財団 国際親善奨学金 学友委員長 

2010~11   地区 R 財団 増進委員長 

卓話卓話卓話卓話    

  「ロータリー財団の寄付金について」    

ロータリー財団プログラム（赤字：当地区採用） 

１．教育的プログラム 

 ・国際親善奨学金 

 ・世界フェローシップ 

 ・大学教員のための補助金 

 ・研究グループ交換（GSE）    

２．人道的プログラム 

 ・地区補助金 

・マッチング・グラント 

・３－Ｈ補助金 

・ボランティア奉仕活動補助金 

・災害救援 

３．ポリオ・プラス・プログラム 

・ポリオ・プラス 

・ポリオ・プラス・パートナー 

＊＊＊＊ 2013 2013 2013 2013----14141414 年度年度年度年度からからからから未来未来未来未来のののの夢計画夢計画夢計画夢計画へへへへ    

収入と寄付 

2008-9 年度総収入 223,800,000 ドル 

 

 

 

 

支出 

2008-9 年度総支出 187,800,000 ドル 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーロータリーロータリーロータリー財団財団財団財団にににに対対対対するするするする寄付金寄付金寄付金寄付金（（（（目標目標目標目標））））    

１．年次寄付    １人   120 ドル 

２．恒久基金（ベネフェクター）  

①．１クラブ２名（少なくとも１名） 

０クラブを無くそう。 

②．もう一つの選択肢として、一人 100 ドル以上を毎年積み

立てる事が出来ます。 

・ 1000 ドルを目標にして３～５年で、目標達成を。 

・ 個人の寄付金額はクラブで管理すること。 

３．「ロータリーの 2億ドルのチャレンジ」への寄付 

ⅣⅣⅣⅣ．．．．日本日本日本日本におけるにおけるにおけるにおける所得分布所得分布所得分布所得分布についてについてについてについて    

なぜロータリアンは寄付をしなければならないのか。 

ⅤⅤⅤⅤ．「．「．「．「ロータリーロータリーロータリーロータリーのののの 2222 億億億億ドルドルドルドルののののチャレンジチャレンジチャレンジチャレンジ」」」」へのへのへのへの寄付寄付寄付寄付    

ポリオ撲滅のためにビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団から 2

度にわたり授与された総額 3億 5,500 万ドルの補助金に応え、ロ

ータリーがそれに上乗せするための 2 億ドルを集めるというも

ポリオ・プラス基金 

恒久基金 その他 

年次プログラム基金 

運営費運営費運営費運営費（（（（寄付増進寄付増進寄付増進寄付増進とととと管理運営一般管理運営一般管理運営一般管理運営一般）））） 

そのそのそのその他他他他ののののプログラムプログラムプログラムプログラム補助金補助金補助金補助金

人道的補助金人道的補助金人道的補助金人道的補助金：：：：補助金補助金補助金補助金とととと運営運営運営運営 

ポリオ・プラス・プログラム 
補助金と運営 教育的プログラム 

補助金（奨学金）と運営 
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Building CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding CommunitiesBuilding Communities  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents  Bridging Continents    地域地域地域地域をををを育育育育みみみみ・・・・大陸大陸大陸大陸をつなぐをつなぐをつなぐをつなぐ    2010201020102010----11111111 年度年度年度年度    国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリー第第第第 2590259025902590 地区地区地区地区    

のです。ロータリーは、この 2億ドルの目標を 2012 年 6 月 30 日

までに達成しなければなりません。 

この補助金は、ロータリーロータリーロータリーロータリーもももも独自独自独自独自にににに２２２２億億億億ドルドルドルドルをををを拠出拠出拠出拠出してしてしてしてポリオポリオポリオポリオ撲撲撲撲

滅滅滅滅にににに充充充充てることがてることがてることがてることが条件条件条件条件とされていますとされていますとされていますとされています。。。。    

（2009.2.12 国際ロータリー・ニュース エド・フタ事務総長） 

ポリオポリオポリオポリオとととと世界的世界的世界的世界的なななな撲滅活動撲滅活動撲滅活動撲滅活動におけるにおけるにおけるにおけるロータリーロータリーロータリーロータリーのののの役役役役割割割割のののの歴史歴史歴史歴史    

１９７９１９７９１９７９１９７９年年年年    

国際ロータリーとフィリピン政府が共同で、フィリピンの６百万

人の子供にポリオの予防接種を行う５カ年計画を開始する。 

１９８５１９８５１９８５１９８５年年年年    

国際ロータリーが、公共保険推進計画の民間部門支援として世界

初、しかも最大規模となる「ポリオ・プラス」を開始し、１億２

千万ドルの寄付を誓約する。 

１９８８１９８８１９８８１９８８年年年年    

それから３年以内に、ロータリアンは当初の寄付目標を 

２倍も上回る２億４千７百万ドルをポリオ撲滅に寄付する。 

ロータリーの活動が一部きっかけとなり、世界保健総会が 

２０００年までにポリオを撲滅するという決議を採択しました。 

世界世界世界世界ポリオポリオポリオポリオ撲滅推進計画撲滅推進計画撲滅推進計画撲滅推進計画はははは、、、、世界保健機関世界保健機関世界保健機関世界保健機関（ＷＨＯ）、（ＷＨＯ）、（ＷＨＯ）、（ＷＨＯ）、ユニセフユニセフユニセフユニセフ、、、、

米国疾病予防米国疾病予防米国疾病予防米国疾病予防センターセンターセンターセンター（ＤＣＣ）、（ＤＣＣ）、（ＤＣＣ）、（ＤＣＣ）、国際国際国際国際ロータリーロータリーロータリーロータリーがががが主導団体主導団体主導団体主導団体と

なって推し進めています。 

１９９４１９９４１９９４１９９４年年年年    

西半球がポリオ無発生地域と宣言される。 

１９９６１９９６１９９６１９９６年年年年    

ポリオのない国として宣言された国の数が１５０カ国となる。ポ

リオ発生件数は、   １９８８年と比べて８８％減少。 

２０００２０００２０００２０００年年年年    

西太平洋地域がポリオ無発生地域と宣言される。 

２００２２００２２００２２００２年年年年    

ヨーロッパ地域がポリオ無発生地域と宣言される。 

２００４２００４２００４２００４年年年年    

西アフリカと中央アフリカの２３カ国において８千万人の子供

を対象とした一斉全国予防接種日が行われ、アフリカ大陸におけ

る一斉予防接種活動としては最大規模のものとなる。 

２００６２００６２００６２００６年年年年    

歴史上、ポリオ常在国の数が最少を記録する。（４カ国） 

ポリオの残る国は、アフガニスタン、インド、ナイジェリア、パ

キスタンになりました。しかし、最後の戦いはこれまでで一番大

変な戦いになると思われています。日本日本日本日本ではではではではポリオポリオポリオポリオはははは遠遠遠遠いいいい昔昔昔昔のののの話話話話

になりましたがになりましたがになりましたがになりましたが、、、、世界世界世界世界にはにはにはには、、、、ポリオポリオポリオポリオのののの後遺症後遺症後遺症後遺症でででで苦苦苦苦しんでいるしんでいるしんでいるしんでいる人人人人がががが

たくさんいますたくさんいますたくさんいますたくさんいます。。。。グローバルグローバルグローバルグローバル化化化化したしたしたした現代現代現代現代のことのことのことのこと、、、、ポリオポリオポリオポリオとのとのとのとの戦戦戦戦いいいい

をををを終終終終わらせないわらせないわらせないわらせない限限限限りりりり、、、、日本日本日本日本にににに、、、、このこのこのこの恐恐恐恐ろしいろしいろしいろしい病気病気病気病気がまたはがまたはがまたはがまたは行行行行ってってってって

きてしまうかもしれませんきてしまうかもしれませんきてしまうかもしれませんきてしまうかもしれません。。。。ポリオ撲滅にご協力下さい。 

１９８８１９８８１９８８１９８８年以来年以来年以来年以来ののののポリオポリオポリオポリオ撲滅撲滅撲滅撲滅へのへのへのへの財政的支援財政的支援財政的支援財政的支援    

・公共部門の上位寄付者（１０カ国） 

・財政支援団体内訳 

寄付金額寄付金額寄付金額寄付金額    

４年間で 6,000 ドル／１クラブを目標 

（2008-09 清水Ｇ年度より） 

ⅥⅥⅥⅥ．．．．ロータリーカードロータリーカードロータリーカードロータリーカードでででで公共料金公共料金公共料金公共料金のののの引落引落引落引落をををを。。。。    

＜例＞ 

電気・ガス・水道・電話代 各１万円 

40,000 円＊12ヶ月＊2,450 人＝１１億７６百万円 

１１億７６百万円＊０．３％＝３５２．８万円 

３５２．８万円 → 約４万ドル 

ベネフクターベネフクターベネフクターベネフクター    ４０４０４０４０人分人分人分人分    

参考文献 

「わかりやすいロータリー」 

            国際ロータリー第２６５０地区マニュアル編集委員会  

グーグル検索「国際ロータリー」 
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11 月 12 日 福山にてロータリー選抜野球大会 

次回例会 12 月 1 日(水) 

 

第 5 回クラブ協議会 

（年次総会） 

 

クラブ会報委員会：村石庄作・水口衛・秦琢二 

11 月 17 日 飯山球場にて 


