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本年度はロータリー財団創立100周年の記念す
べき年であります。
RIは2016年5月28日からのRI国際大会を最初の祝
賀行事とし、2017年6月10－14日のアトランタRI国
際大会を幕締めに、世界各国での祝賀行事(財団活
動)を奨励されています。
日本の祝賀行事は、11月27日㈰東京にてロータ
リー財団記念シンポジウムを開催します。ジョン・
ジャームRI会長を招き、緒方貞子元国連難民高等
弁務官(1951年国際親善奨学生) や、国際人道支援
の第一線で活躍するロータリー財団学友のシンポ
ジウムを実施予定です。当日の模様は新聞社の取
材が入り、後日全面広告として掲載されます。RＩ
及び、RI公共イメージの推進に大いに役立つこと
でしょう。
当地区では財団委員会、社会奉仕委員会が協議
し、任意の全クラブ参加型の社会奉仕プロジェク
トが提案予定です。詳細決定次第、ご連絡します。
また、12月9、10日の地区大会においても財団100周
年の祝賀と位置づけ、記念イベントの色彩を帯び
たものといたしました。まず分科会では国連児童
基金（ユニセフ）NY本部事業局 保健部ポリオ根絶
チーム上席アドバイザーの山口郁子氏にご講演頂
きます。また、友愛の広場にてポリオ撲滅に関して
バーチャルリアリティーによる体験や、パネル展
示を行います。是非、ご来場をお待ちしておりま
す。
今回はRI会長が3つの強調事項に含められた「ポ
リオ撲滅」の歴史をご紹介申し上げます。 昨年
2015年はRIがポリオプラス・プログラムを開始して
丁度30年でありました。30年前、RIがロータリー創
立80周年を機にWHO、ユニセフと共同で当プログラ
ムを開始しました。以後、ロータリーは累計13億ド
ルをポリオ撲滅に寄附し、世界20億人の子供たち
をポリオの脅威から守ったのです。更にロータ
リーによるアボガドシー(政策提言)運動は各国政
府から100億ドルにも及ぶ寄附をもたらしました。
ポリオプラス計画の発端となったのが1979年の
フィリピンでのポリオワクチン予防接種活動の成
功です。当時、全世界のポリオ患者は約50万人。そ

の45%がフィリピンに集中していました。
ジェームスL.ボーマーJr.RI会長もこの予防接種
種活動に参加しました。その時のとあるエピソー
ドはロータリーの友10月号P3のジョン・Ｆ・ジャー
ムRI会長メッセージをご覧ください。ボーマーRI会
長は” Let Service Light theWay “ －奉仕の灯で
道を照らそう－ をRI会長テーマとされ、我々ロー
タリアンを聖火ランナーとし、人間世界の闇に光
を当てようと訴えられました。折しもあと4年後に
は東京オリンピックが開催され、日本のロータ
リー創立100周年の記念すべき年にあたります。
我々一人ひとりが聖火ランナーとして、不遇な環
境下で暮らす人々の生涯を照らす一隅の光となる
べき活動を続けて参りましょう。
ポリオ撲滅に関しては、日本人の2人のロータリ
アンが素晴らしい活動を行ったことでも有名で
す。東京麹町RCの故・山田 彝(つね)会員、故・峰 英
二会員の精力的な活動と報告が、ポリオ撲滅運動
提唱の原動力となり、RIのポリオ・プラス撲滅運動
に発展したのです。日本が誇るロータリアン２名
についてはまた機会を改めてご紹介いたします。
今年度の年間目標として、ポリオ撲滅に1名あた
り60ドルをお願いしています。現在、ビル&メリン
ダ・ゲイツ財団から、ロータリーがGPEI（ポリオ撲
滅推進活動）のために集めた資金（年間3,500万ドル
を上限）に対し、2倍額上乗せされます。2018年まで
の限定となり、この期限はあと僅かです。60ドルの
ご協力が3倍となり、寄附されます。
これまで、全世界122ヶ国の子供たちに予防接種
を行いました。現在99.9%の撲滅までこぎつけまし
たが残念ながら本年8月11日、ナイジェリアで３名
のポリオの発生が認
められました。しか
し、撲滅まであと一
歩です。何卒ご理解・
ご協力をお願いいた
します。
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ロータリー財団月間
☆☆ 今日のプログラム ☆☆
１）例

会

１）例

（2358回）

２）国旗およびロータリー旗に礼
３）ソング
君が代・奉仕の理想
４）卓 話 ロータリー財団月間記念卓話
「ロータリー財団100周年」
地区ロータリー財団
委員長

塩野

次週（１１月１７日）のお知らせ

資金管理小委員会
秀作

会

（2359回）

２）ソング

我等の生業

３）卓

創立49周年記念卓話

話

「創立49周年に因んで」

様

髙松

貞彦

会員

ロータリー財団委員会
５）記念写真撮影

☆☆ １１月度のお誕生日 ☆☆
14日 勝見 茂
17日 川原 和彦
19日 田邉 三郎 20日 深田 博司
（敬称略）

＊＊

先 週 の 例 会 報 告 ＊＊
☆☆ 会 長 報 告 ☆☆

本日は三世代合同例会です。始まりはRI１０
０周年の年（２００５年）に当時の当クラブ南川
会長、大阪大手前RC松浦会長、大阪中之島RC細川
会長の三会長が三世代（親・子・孫）クラブで協
力して社会奉仕事業を毎年輪番制で主幹事と
なって行いましょうとの趣旨で２００５年５月
１２日（木）に開催されました。奉仕事業を行う
原資として各会員各位より年間に３，０００円
を徴収させて頂いて、早いもので今回で１３回
の各施設への社会奉仕事業が行われておりま
す。 本年は“聖家族の家”児童院の子供達２５
名と三クラブの会員及びRACが岡田浦漁港に行き
地引網を体験し、実際に引き上げた魚（鯛・蛸等）
に触れてもらい、皆でバーベキューをし、ビンゴ
ゲームに興じて、引き上げた魚をその景品とし
て持って帰って頂き、その後漁船にて関西空港

近辺へ行き、船から真上の飛行機の着陸寸前の
瞬間を見て、其の迫力に皆びっくりしました。最
後に岸和田だんじり会館に行き地域ボランティ
アの方から、だんじりの歴史や古いだんじりを
説明頂き、帰路に付きました。
子供達は大変喜んでくれたものと思っており
ますが、其のことは後程児童院の野坂施設長様
よりお話が伺える事と存じます。
このように三クラブが今後も社会奉仕事業だ
けでなく、様々な奉仕事業や更なる親睦を深め
られればと祈念致しております。今後とも何卒
宜しくお願い申し上げます。

☆☆

幹 事 報 告

☆☆

①11・12月卓話予定者表をお届けしております。
担当になられた方は卓話のテーマ及び卓話者
を事務局までご連絡お願いいたします。
②№3.6.7テーブル情報集会のご案内を本日お配
りしております。
③次々週例会終了後に記念写真撮影を行います
ので宜しくお願いいたします。
④№4.5テーブル情報集会 出欠のご返事を事務
局までお願いいたします。

☆☆ 出 席 報 告 ☆☆（
国内ビジター
国内ゲスト
外国ビジター
外国ゲスト

１名
２名
０名
０名

会員総数
59名
会員出席
46名(54名)
出席規定適用免除 22名
会員欠席
8名

⑤10月29日（土）に秋の家族会が開催されます。
ご参加い頂きます方は11：30に「本家たん熊
本店」に集合お願いいたします。
⑥本日例会終了後14：30から10Ｆ「平安の間」に
て11月度定例理事会を開催いたします。
⑦次週11月3日は定款（祝日）により休会にさせ
て頂きます。なお、事務局もお休みさせて頂き
ます。

☆☆ 先々週（10 月 27 日）の卓話 ☆☆
「三世代クラブ合同社会奉仕事業報告」
大阪天満橋ロータリークラブ
社会奉仕委員長
山田 雅則
社会奉仕副委員長 仲西 良浩

10月27日の出席率
85.19％
６週間前（9月29日）の
メークアップを含む出席率 88.24％
メークアップ実施会員
2名（欠席者8名)
ビ、イカ、サザエ、ホタテなど大量の材料を子供
達と参加者が一緒になって豪快に網に乗せて焼
きながらの交流。
又、ビンゴゲームは網にかかった魚を賞品に
子供達とロータリアンが一緒に楽しむ事ができ
ました。
その後、漁船で関西空港近くに行き飛行機の
離発着の見学をしました。子供達に船の波しぶ
きがあたり、濡れながらも真上に飛んでくる飛
行機の迫力に大きな歓声をあげておりました。
最後に岸和田だんじり会館に向かい、全国的
に有名な祭りである「岸和田だんじり」の文化に
ついてボランティアガイドの方の説明を興味深
げに聞いておりました。
この1日が子供達にとって良い思い出となっ
てくれればと存じます。
参加して頂いた方々に深く感謝申し上げま
す。
－－Ｎｏ．1・2テーブル情報集会－－

ななか、石田会長のご挨拶を頂戴した後、いつに
も増してのにぎやかな雰囲気の中で宴がはじま
りました。オクトーバフェストということで、
「レーベンブロイ」の樽生も飲み放題、ビュッ
フェ形式の食べ放題コーナーあり、エーデルワ
イスカペレ with MARIAをゲストに迎えての生演
奏あり、と、最後は日頃の疲れも忘れる大盛り上
がりのなか、お開きとなりました。今回、テーブ
ルマスターの不手際でいつもと違う運営になっ
てしまい、早退された石田会長をはじめ皆様に
はご迷惑をおかけし、申し訳ありませんでした。

－－２０１６年度 秋の家族会－－
親睦活動委員会
本年度秋の家族会は１０月２９日土曜日、秋
冷快適な京都で開催致しました。

会員とご家族、交換留学生コリーナさん総勢
３５名の参加を頂き、昼食は本家たん熊本店で
京料理を堪能しました。その後、京の五花街の一
つ先斗町歌舞練場で第１０３回水明会の芸妓さ
ん、舞妓さん達の華やかな演技や踊りを楽しみ
ました。ご参加いただきました皆様にお礼申し
上げます。

☆☆ 本日のランチメニュー ☆☆
・生姜風味の鶏(とり)挽肉(ひきにく)と
大根のみぞれスープ
・ミンチカツ、茸入りデミグラスソース、
キャベツ、ポテトサラダ、トマト、胡瓜
・ベルベーヌ風味のクレーム・ブリュレ、
ストロベリーコンポート添え
・コーヒー又は、紅茶
・胡桃入りソフトブレッドとバター

奉仕の理想

元京都Ｒ Ｃ
作詞 前 田 和 一 郎

なりわい

元東京Ｒ Ｃ
作曲 萩 原 英 一

つど

奉仕の理想に集いし友よ

みくに

御国に捧げん我等の生業

くおん

望むは世界の久遠の平和

めぐる歯車いや輝きて

とわ

永久に栄えよ

我等のロータリー

Ｎｏ．1・2テーブル情報集会が、10月20日午後
6時より、「アサヒスーパードライ・梅田」にて
開催されました。Ｎｏ．1・2は比較的クラブ暦の
浅いのメンバということもあり今回はいつもと
趣向を変え「ビアフレンド」との合同開催という
形をとらせていただきました。テーブルメン
バー6名に、石田会長、箕村幹事に加えまして、
ビアフレンド参加者5名の総勢13名の皆様とご一
緒になりました。と、ここまでは良かったのです
が、今月はオクトーバーフェストの開催月であ
り、いつもの席が取れず他の一般のお客様の
方々との相乗り状態での開催となってしまい静
かな雰囲気とは程遠いものとなりました。そん

ロータリー

三世代クラブ合同社会奉仕事業の今年度ホス
トを、大阪天満橋ＲＣが務めることとなりまし
た。
１０月１５日(土曜日)に児童院（社会福祉法
人 聖家族の家）の
子供達を “海に遊
び に 行 こ う よ”を
テーマに、地引き網
＆海鮮BBQ＆関空ク
ルージング体験に招
待をする事にしまし
た。
当日は、天気の心
配をしておりましたがお陰様で好天に恵まれた
1日になりました。
参加者は児童院の子供達２５名、先生９名、
ローターアクト９名、ロータリアン３７名（大手
前ＲＣ１０名・中之島ＲＣ１１名・天満橋１６
名） 総勢８０名で、バス２台に分乗して目的地
の岡田浦漁港に向かいました。予定通りの時間
で地引き網を子供達、先生と参加者全員で沖に
有る網を引き、漁師さんのかけ声で大きな声を
出して、ヨイショ、ヨイショと２０分位引き、上
がって来た網の中の魚を見た子供たちからお～
～ぉ、と歓声が上がり、本当に嬉しそうな子供た
ちの笑顔。また生け簀にそれらの魚（タイ・タコ
等）を入れ、元気だった魚が弱ってしまうまで手
に取って楽しんでいました。
次に、BBQは、漁師さんが用意して下さったエ

）内は会員総数を基準とした値

