
第769回例会 通巻735号 

平成25年7月21日 2013-2014年度Ｎｏ.3 

第７６９回  ２０１３－２０１４年度  第３回目 

７月２１日 １０時００分 ホテルはやし 

開会式 １０時３０分 

開会点鐘 インターアクト代表 

国歌斉唱 君が代 

ｲﾝﾀｰｱｸﾄｿﾝｸﾞ インターアクトの歌 

記念講演 １１時００分 

紀三井寺副住職 前田泰道氏 

昼  食 

インターアクト委員・顧問会議 

紀三井寺境内散策 １３時３０分 

閉会式 １４時３０分 

７月２５日 ガバナー公式訪問 

８月 １日 卓話 北中登一直前ガバナー 

８月 ８日 チャリティーコンサート 

８月１５日 休会 

８月２２日 クラブフォーラム国際奉仕 中野一郎委員長 

８月２９日 クラブフォーラム青少年奉仕内藤絵梨奈委員長 

        

次回の例会はガバナー公式訪問です 
 
 １７時にはホテル第一堺にご集合下さい 
 
１７：００ ホテルロビーに集合 
 
１７：２５ 久保ガバナーをお出迎えいたします 
    
 ロータリーバッチの下にワインレッドカラーの 
 リボンをつけて頂きます。 
 
１７：３０ 会長・幹事懇談会 
 
１８：３０ 例会開始 
 
１９：３０ 例会終了 
 
１９：４０ クラブアッセンブリ― 
 
の予定となっております。会員のみなさまの御協
力をよろしくお願いいたします。 
 



各種お祝い 親睦例会 Café NINO 



  
 第２回例会は親睦例会とさせて頂きました。初例
会で『今年度はそのロータリーの風に乗るための一
年間にしたいと』お話をしました。ぜひともクラブ
員相互のチームワークで、ロータリーの風に乗りま 
しょう。 
 本日は、このカフェ・ニーノを例会場に選びまし
たのは、堺市内で貸し切りのできる、堺東からバス
一本で来れる。車なら高速ICからの便がいいという
点と羽衣RCの谷野さんの弟さんのお店ですから、融
通がきくといったことで選びました。また、お味の
ほうは、本日食べて頂ければ納得されると思います。 
お昼のランチは満席のようです。本日はよろしくお 
願いします。 
 さて、次回の例会についてお話します。当クラブ
は片木会長年度の初芝立命館高校のインターアクト
クラブを提唱いたしました。そして吉川年度で少し
でもインターアクターにロータリーのプログラムに
慣れ、ロータリアンに慣れてもらおうとインターア
クトの例会に参加し、インターアクト年次大会に参
加しました。石田会長年度では絆を深めようと交流
を増やすためにインターアクトプログラムすべてに 
参加しました。そこで２つのことに気づきました。 
 現在、当クラブの岡田会員のお孫さんが一生懸命
インターアクトのプロジェクトに励んでいます。み
なさんもご存じですよね。彼らは当クラブから依頼
したプロジェクトにすべて参加してくれています。
もう一つが毎年、初芝立命館高校インターアクトク
ラブは我々ロータリアンの地区大会に参加し協力し 
てくれています。 
 そしたら逆に我々が彼らの地区大会に参加しよう
と、そしてロータリアンの参加費はインターアクト
クラブの活動費に充てられます。じゃ、みんなで参
加費を出そうと。提唱したいじょう彼らはかけがえ
のないロータリーファミリーです。会員のみなさま 
の御協力、御理解をよろしくお願いします。 
 北中直前ガバナーが以前、当クラブの例会で仰り
ましたジョージ・バーナード・ショー言葉がありま
す『有能な者は行動（奉仕）するが、無能なものは
講釈（文句）ばかりする』と、そう言われないよう
にこの１年務めて参いります。本日はゆっくり 
「食」「酒」をお楽しみください。  

ENGAGE ROTARY   CHANGE LIVES 
     ロータリーを実践し  みんなに豊かな人生を 

 
 本日、上期分会費納入のお願いを配布しておりま
す。定款細則10条及び11条第3節により30日以内に
入金お願いしたいいたします。 
 本日回覧2部あります。 
一部は次回例会は21日インターアクト年次大会への
移動例会です。和歌山県紀三井寺になっております。
少し遠いのですがクラブでは初芝立命館高校IAC提
唱しておりますので皆さんで行って何をしてるか知
る機会ですのでよろしくお願い申し上げます。 
 2部めは8月8日に行われますストラディバリウス
チャリティーコンサートへの移動例会の出欠です。
当日希望者のみクラブ事務所集合バスにて移動、車
中でお弁当配布予定です。18時半〜19時半講演。終
了後バスにてクラブ事務所へ帰る予定です。 
 25日はガバナー公式訪問です。17時すぎにはホテ
ル第一堺一階エントランスへお出迎えにお集まりく
ださいますようお願いします。 
 堺北西南西ロータリークラブが、6月30日付にてRI
細則第3.010節によりRI脱会されました事をお伝え
いたします。 
 他クラブ等MAKE-UPなされた際は私までご一報くだ
さいますようお願いします。 
 毎日暑いですが、こまめな水分摂取と、バランス
の良い食事をして脱水症と夏バテにならないようお
体ご自愛ください 
７月のロータリーレート１ドル＝９９円です。 

 次回の例会はインターアクトの年次大会に例会変
更となっています。私達が参加することでインター
アクトクラブの活動費となります。岡田会員のお孫
さんが会員増強に力を注いで頑張っています。みん
なで応援にいきませんか。今回は和歌山の紀三井寺
で開催されます。車で１時間、電車ではJR紀勢本線
紀三井寺駅西出口より徒歩５分です。ご参加下さい。 



中井 昭宏 会長 

本日はお暑い中、ようこそCAFÉ NINOへ シュウさ
んこれから例会にしっかり参加して下さい。21日イ
ンターアクト年次大会、参加よろしくおねがいしま
す。 

 

松田 香純 幹事 

本日は楽しみにしていた移動例会です。会員皆様た
のしんでいただけたら幸いです。夏本番毎日あつい
ですが水分しっかりとって夏ばてしないようがんば
りましょ。 

 

石田 得子 直前会長 

素晴らしい例会をありがとうございます。しっかり
暑気払いをさせていただきます。 

 

犬伏 幸代 会員 

本日は誕生祝いをありがとうございます。 

 

酒井 誠 会員 

毎日暑い日が続きますが体調等くずされない様お体
ご自愛下さい。 

 

田中 範子 会員 

とてもステキな会場をご用意してくださってありが
とうございます。 

存分に楽しませていただきます。 

 

仲峯 豊 会員 

本日はイタリアンカフェニーノでの例会楽しみにし
てます。よろしくお願いします。 

 

濱田 由美 会員 

いつも楽しい例会に参加させて頂きありがとうござ
います。 

 

松本 美和子 会員 

イタリアンカフェニーノでの本日の例会とても楽し
みです。 

 

山田 真樹 会員 

久し振りの出席でありがとうございます。 

 

にこにこ報告 

  

在籍者   ３２名 出席者   １９名 

出席計算会員３１名  欠席者   １２名 

出席免除会員 １名 
（小林） 

免除出席者  ０名 

先々週修正出席率 
     ９０．００％ 

出席率 
    ６１．２９％ 

出席報告 

Make-up報告 

砂原 孝史 20日 泉州KUMATORI－REC 

中田 聡 20日 泉州KUMATORI－REC 



 

③ 

①   

① 「邂逅」岡村哲伸 ②「おっととと・・」川瀬 清  ③「GROWING」 藤原賢二 





ロータリーとゲイツ財団がポリオ撲滅の 

パートナーシップを拡大  
記事：Dan Nixon、Arnold R. Grahl   
ロータリー・ニュース：2013年6月25日  

 ロータリーとビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財
団は、リスボンで開催中のロータリー国際大会にて、
ポリオ撲滅活動を支援するパートナーシップの拡大
を発表しました。この新しいパートナーシップでは、
2018年までの5年間、ロータリーがポリオ撲滅に寄
せる寄付に対して、ゲイツ財団が2倍の額を上乗せ
することとなります（年間3,500万ドルまで）。こ
れにより、5億ドル（約500億円）以上の資金確保も 
可能となります。    

 
 世界ポリオ撲滅推進計画（GPEI）が最終局面を迎
えている現在、2013年4月の世界ワクチンサミット
にて、2018年までにポリオ撲滅を目指す撲滅計画が
立ち上げられました。この計画では55億ドルの資金
が必要とされ、サミットを通じて40億ドルの寄付が
確保されましたが、まだ15億ドルが不足しており、
予防接種活動の減速が懸念されています。今回の
パートナーシップ拡大は、この懸念が実際の脅威と
なることを防ぐために決定されました。ゲイツ財団
のCEOであるジェフ・レイクスさんは、GPEIの主要
パートナー団体とゲイツ財団に加え、ロータリーの
ネットワークがあれば、ポリオを撲滅できるだけで
なく、公衆衛生の取り組み全体を変革することがで 
きると話しました。    

 
 ロータリーとゲイツ財団は、ポリオ撲滅のために
2007年から協力しています。以前には、ゲイツ財団
からの3億5,500万ドルの寄付に対して、ロータリー
が2億ドルを上乗せすることを目的とした募金活動
が実施され、その結果、ロータリアンの尽力によっ
て2億2,870万ドルを上乗せして寄付することができ
ました。今後、資金調達をさらに強化していくため
には、より多くの人にポリオ撲滅活動について知っ
てもらい、各国政府のリーダーに働きかけていく必 
要があります。 
 
 本会議では、世界保健機関のポリオ担当副責任者
であるブルース・アイルワードさんによる講演も行
われました。撲滅計画の最新情報を説明したアイル
ワードさんは、ポリオ撲滅というゴールが目の前に
迫っていることを指摘しつつ、そこにたどり着くに
は細心の注意と努力が必要となることを強調しまし
た。「今、私たちには、撲滅活動を完遂する計画と、
その計画を遂行するロータリアンという力強いバッ
クアップがあります」  
 

 ロータリーのポリオ撲滅大使である女優のアー
チー・パンジャビさんは、2年間のインド生活で、
ポリオによって足が麻痺した人が地面を這う姿を見
たときの体験談を紹介し、そのときの光景が、何年
間も自身の心に深い影を落としていたと話しました。
その後、2011年にロータリーのポリオ撲滅キャン
ペーンに参加したパンジャビさんは、ポリオの犠牲
者が子どもたちであること、そして、ポリオ撲滅活
動を通じて子どもたちを助けられることを知りまし
た。「私のような、そして皆さんのような人びとが
声となって、ポリオ撲滅活動を支えることが大切で 
す」  
 
 ロータリーのポリオ撲滅活動を率いるジョン・
ジャーム・ロータリー元副会長は、一般の人びとに
支援を呼びかける必要性をロータリアンに訴え、ポ
リオ撲滅活動のために100万ドル（1億円）をロータ
リーに寄付することを約束したナイジェリアのロー 
タリアン、エメカ・オフォール氏を紹介しました。 
 貧しい家庭で育ったオフォール氏は、ビジネスマ
ンとして成功したときに、貧しかった頃の記憶に後
押しされて、支援者としての道を歩み始めました。
自分が経験したような苦しみから人々を救うことが
できて幸せだと話すオフォールさんは、さらに多く
の人に支援してもらうことへの希望を述べました。  
 
 ロータリー財団のウィルフリッド・ウィルキンソ
ン管理委員長は、財団の達成事項について発表し、
これほどの成果が可能となったのは、1960年代に財
団補助金を奉仕活動に使用するという決定があった
からだと述べました。また、李東建ロータリー財団
管理委員長エレクトは、ポリオ撲滅を第一とする、
2013-14年度の財団目標を発表しました。「困難を
経て幸福がある」という韓国の諺を紹介した李管理
委員長エレクトは、ポリオ撲滅が容易ではない目標
であると認めつつも、全力で取り組む価値のあるこ 
とだと述べました  

2013年7月の世界のポリオ発生件数（WHO） 
パキスタン 18     アフガニスタン 3 
 ナイジェリア 35    ソマリア 45 
 ケニヤ 7 
 総計 108 （流行国56例、非流行国52例）  

アフリカの角（ソマリア）では、
野生株1型によるポリオ発生が続
いていますが、これらはアウトブ
レイク対策が取られる前の感染に
よる発症です。野生株3型は2012
年4月以降、世界で発生が見られ
ていず、3型も根絶されたと考え
られます。これはポリオ根絶活動
の大きな成果です。残るは1型の 
みとなりました。 


