
第２９９６回例会 令和３年１１月１０日(水) 

2021-2022 年度 国際ロータリーのテーマ 

    
 
 
 
 
 

●会長 新美 雅浩 
●幹事 粟津 康之 
●会場監督(SAA) 岡本 耕也 

■例会日  毎週水曜日 12:30  ■例会場  碧南商工会議所ホール 

■事務局  碧南商工会議所内   〒447-8501 愛知県碧南市源氏神明町 90 
      TEL<0566>41-1100  FAX<0566>48-1100 
      ホームページ：http://www.hekinan-rc.jp 
      E-mail:info@hekinan-rc.jp 

■会報委員 石川鋼勇・鈴木 洋・藤関孝典・小林 尚 

 
●本日のお弁当 
 
 大正館 
 
●本日のお客様 
 
 地区資金推進委員会 委員長 佐野彰彦様（刈谷ＲＣ） 
   

会 長 挨 拶  
 

改めまして、皆さん、こんにちは。月曜日に低気圧の関係で

大雨が降りましたけれども、先週から今週にかけて非常に良い

秋晴れが続いております。行楽日和となっておりますので、お

出掛けの良い機会じゃないかなぁと思っております。 

 まずは、会員の樅山朋久さんが 11 月 2 日（火）に黄綬褒章を

受章されたということで、報道が流れておりました。誠におめでとうございます。日頃から全

国陶器瓦工業組合連合会の発展・普及に向けて、この道一筋で活動されてきたことが受賞に

繋がったのではないかとご推察致します。ロータリーの友人、また、会を代表致しまして、衷

心よりお祝いを申し上げます。どうもおめでとうございました。 

 11 月 7 日（日）に地区大会にご参加されました会員の皆様におかれましては、本当に大変

お疲れ様でした。名古屋国際会議場が会場となりましたけれども、地区大会としては初めて

の開催ということで、多少戸惑うようなこともございました。ホストクラブの名古屋錦 RC さ

んは会員数が 30 数名ということでございまして、その中に女性が 10 名程度いらっしゃると

いうことで、一丸となって設営をされておりまして、コロナ感染対策を取られながら非常に

スムーズに進められていたように感じました。 

 さて、先月の 24 日でございますけれども、我々のロータリー奉仕デーということで、高浜

RC と合同で事業を開催した日でございますけれども、この日は RI でも非常に大きなイベン

トがございました。ロータリーの友にも掲載されておりましたけれども、世界ポリオデーが

新美雅浩会長 



世界各地で開催されまして、世界の子供たちを守る為のポリオ根絶の活動に向けたメッセー

ジが色々なところで発信されたということでございます。日本では 1960 年に 6,500 名にも

およぶポリオ感染の大流行がございましたけれども、その後、ワクチン接種で感染が激減し

まして、1980 年以降は国内での感染は発見されていないということでございます。1985 年

に RI が創立 80 周年を迎え、これを分岐点にポリオプラスというプログラムが開始されまし

て、その後、35 年間の地道な活動によって、現在は 99%以上のポリオ根絶を達成している状

況で、残りはパキスタンとアフガニスタンの 2 か国になっております。この 2 か国は紛争地

域で、ポリオを根絶することが上手く進むのかどうかというのが非常に懸念させるところで

ございます。ポリオ根絶の事業によって、数多くの感染症対策やノウハウが蓄積されてきた

訳ですけれども、コロナウイルスについてもこれを活用できないものかと私は思っておりま

して、コロナウイルスの脅威に対して、世界中のロータリアンが連携して活動をするという

ことについては、ちょっと消極的ではないのかなぁと私は感じます。今現在の支援活動とい

うのは、各クラブやそれぞれの地域において自発的に小規模で行うようなものが中心になっ

ているのかなぁと私は感じます。第 2760 地区も沓名ガバナーが方針として、コロナゼロ・カ

ーボンゼロを掲げておられますけれども、実際にコロナゼロに向けて地区が団体でまとまっ

て事業をするのかというと、まだそこまでの動きについてはこちらまで伝わってきていない

という状況でございます。 

 現状、コロナウイルスは変異を繰り返されたことによって、ゲノムの変異を修復する酵素

が変化し、修復が追いつかず死滅していったという報道が一部流れております。表面上は収

束しているような形になっておりまして、11 月 8 日（月）から外国人の入国が再開されまし

た。これによって、観光での往来が課題になってくるんですけれども、その辺りぐらいからコ

ロナ関係のウイルスが持ち込まれて、第 6 波が来るという予想も一部流れております。いず

れにしても、日本は水際対策がいまひとつではないかと言われておりますので、このまま感

染が収まるのかどうかはちょっとわからない状況だと思っております。感染が拡大してしま

った場合は、皆様にご協力いただきながら、新たな支援活動をしていかなくてはいけないの

かなぁと感じております。そのようなことをお願い申し上げまして、本日の会長挨拶にさせ

ていただきます。 

 どうぞよろしくお願い致します。 

 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ ロータリーレート変更のお知らせということで、RI 日本事

務局より 11 月のレートのお知らせが届いております。現行

1 ドル 112 円から 114 円になります。 

・ ガバナー事務所より「第 50 回ロータリー研究会記念講演会

オンライン視聴のご案内」が届いております。 

・ 碧南市チャレンジデー実行委員会より「チャレンジデー参加のお礼及び結果報告について」

粟津康之幹事 



が届いております。 
 
 

  委 員 会 報 告  
 
＜出席奨励ニコボックス委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス＞ 

刈谷ＲＣ 佐野彰彦様  本日、ロータリー財団の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い致

します。 

新美 雅浩君  １１月７日、地区大会開催にあたりご出席いただいたメンバーの方々、お 

森田 雅也君  忙しいところありがとうございました。 

粟津 康之君   

森田 雅也君  先日、長田和徳さんに大変お世話になりました。 

加藤 良邦君  １１月３日、秋大祭お蔭様にて天候に恵まれ、つとめる事が出来ました。

感謝！ 

新美 宗和君  本日の卓話講師を紹介させて頂きます。 

伊藤 正幸君  地区大会に御出席いただいた皆様ありがとうございました。患者さんに指

導する「食事はひと口をすくなくして３０回かんで下さい」をあらためて

実感いたしました。 

山口日出子君  杉浦秀延様に大変お世話になりました。ありがとうございました。 

        先日は、岡島晋一様には大変お世話になりました。感謝しております。 

樅山 朋久君  秋の褒章において、黄綬褒章の栄に浴することとなりました。内示直前、

ロータリーに向かう途中にスピード違反で捕まり、関係者の方には心配し

ていただきました。皆様に感謝申しあげます。 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

１２日 吉田  弘君   １５日 杉浦 邦彦君   ２０日 森田 英治君 

２１日 石川 鋼勇君   ２７日 奥田 雪雄君   ２９日 竹中  誠君 

 

奥様誕生日 

２０日 木村 徳雄君の奥様 小百合様  ２８日 角谷  修君の奥様  由美様 

 

結婚記念日 

 ５日 杉浦 保子君・義己様  ４３年   ８日 新美 雅浩君・美由紀様 ３４年 

 総会員数 65 名 (内出席免除者 13 名の内出席者 10 名) 出席者 53 名 

 出席対象者 53／62 名 

  出 席 率    85.48％ 

 欠席者 12 名（病欠者 1 名） 



１０日 宮地 秀夫君・陽子様  ３６年 

１２日 角谷  修君・由美様  ２５年（銀婚） 

２２日 黒田 哲郎君・杏様    ２年  ２６日 角谷 圭祐君・倫子様  ３９年 

 

入会記念日 

４日 植松 敏樹君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「地区財団プログラムについて」 

地区資金推進委員会 委員長 佐野彰彦様（刈谷ＲＣ） 

 

 皆様、こんにちは。刈谷 RC から参りました佐野と申します。

よろしくお願い致します。碧南 RC さんには高校の同級生、JC、

法人会、間税会でのお知り合いの方がいまして、なかなかやりづらい状況でございますが、楽

しく聞いていただきたいと思います。 

 まず、私の所属する資金推進委員会でございますが、何をするかと言うと、皆様からの寄付

をお願いする委員会でございます。ガバナーからもしっかりとお金を集めてくるように言わ

れておりまして、皆様に嫌われながら集めていきたいと思いますので、よろしくお願い致し

ます。 

 最初にロータリー財団の使命についてお話をさせていただきます。ロータリー財団の使命

は、ロータリアンが人々の健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境保全に取り組み、

貧困をなくすことを通じて、世界理解、親善、平和を構築できるよう支援することでございま

す。皆様からいただいた貴重な寄付金の約 92%が「世界でよいことをしよう」という目的の

為に使われております。残りの約 8%は事務局や手数料に使われております。第 2760 地区で

は、2018-19 年度に寄付された年次基金の約 80 万ドルをシェアシステムによって、約 40 万

ドルが地区活動資金として使うことができます。 

 ポリオ根絶についてですが、皆様からいただいたポリオプラスへの寄付は、ビル&メリン

ダ・ゲイツ財団から寄付をいただいた分の 2 倍の額の追加支援がございますので、寄付の方

もしっかりとお願い致します。先程、新美会長から丁寧にご説明いただいたことが書いてあ

りますけれども、残る常在国のパキスタンとアフガニスタンも激減しておりまして、今のと

ころあと 2 名でございます。これが 1988 年から 2021 年 9 月までのポリオ発症数の推移でご

ざいますが、私たちの世代はポリオになったというのは知りませんけれども、先輩方は何人

か見かけたことがあるかと思います。日本は撲滅しておりますし、世界的にもあと 2 名でご

ざいますが、この 2 名を撲滅する為に大変な努力がいります。因みに日本の新生児について

は、ポリオワクチンが投与されております。1 人当たり 2 万円の費用がかかりまして、2020

年は約 84 万人の子供が生まれましたので、約 168 億円の費用がかかっております。是非とも

根絶へのご協力をお願いしたいと思います。 

佐野彰彦様 



 続きまして、ロータリー平和フェローシップということで、毎年 80 名程選ばれるんですけ

れども、第 2760 地区からもここ 5～10 年選ばれております。こういう方がいらっしゃいま

したらご紹介していただきたいと思いますので、よろしくお願い致します。 

 続きまして、地区補助金事業ということで、各クラブから申請された書類を地区補助金委

員会が精査し、実施に向けてのお手伝いをさせていただいております。多くのクラブからの

申請をお待ちしております。2020-21 年度は 65 件の申請がございまして、うち 14 件は新型

コロナウイルス対策の事業でございました。本年度は 48 件の申請がございまして、いくつか

の事業は実施されております。本年度、碧南 RC さんは環境（樹木／植物）ということで、西

端地区に新しく公園が整備されることに伴い、周辺地域の緑化活動を行う。合わせて美化活

動を行うことにより、カーボンニュートラルに向けた奉仕活動を実施する。ということでご

ざいまして、事業総額が 1,000,000 円、補助金額が 454,080 円（貢献度 0.9）でございます。 

 続きまして、グローバル補助金でございますが、これはなかなか難しい申請だと思います。

長期的な影響をもたらす、7 つの重点分野（平和構築と紛争予防・疾病予防と治療・水と衛生・

母子の健康・基本的教育と識字率の向上・地域社会の経済発展・環境）に一致、予算 3 万ド

ル以上、海外のクラブと協力するということで、やりたいということがございましたら、財団

に相談をしてください。地区として、2016-17 年度にはフィリピンで腹腔鏡手術の技術指導、

2017-18 年度にはネパールで院内感染の予防管理、2018-19 年度にはマレーシアで院内感染

の予防管理、2019-20 年度にはタイでシャインマスカット育成技術指導を行っております。

2020-21 年度のルソン島での腹腔鏡手術の技術指導はコロナの影響により中止になっており

ます。毎年、色々な事業を計画しておりますので、ご協力をお願い致します。 

 続きまして、グローバル補助金奨学生ということで、ロータリーの重点分野に関連する過

程を海外の大学院修士課程で学ぶ方を対象に返済不要の給費制の奨学金を給付するプログラ

ムでございます。第 2760 地区からは毎年 1～2 名のグローバル奨学生がロータリーの重点分

野に関連する過程を学んでおります。 

 続きまして、皆様からの寄付についてですが、2020-21 年度の第 2760 地区の 1 人当たりの

年次基金寄付は 166.13 ドル、ポリオプラスは 32.51 ドルでございました。多くの寄付をいた

だき、ありがとうございました。因みにアメリカは 1 人当たり 628 ドル、韓国は 1 人当たり

378 ドル、台湾は 436 ドルでございます。寄付総額については、1 位がアメリカ、2 位が韓

国、3 位がインド、4 位が日本、5 位が台湾でございます。2021-22 年度の地区の財団寄付目

標は、年次基金が 1 人当たり 150 ドル以上、ポリオプラスが 1 人当たり 30 ドル以上、恒久

基金がクラブからベネファクター1 名以上または 1,000 ドル以上、大口寄付が地区で 5 名で

ございます。沢山の寄付をいただいておりますけれども、この目標を達成していただきたい

と思いますので、ご協力をお願い致します。因みに碧南 RC さんの 2020-21 年度の寄付実績

は、年次基金が 1 人当たり 134.06 ドル、ポリオプラスが 1 人当たり 33.45 ドル、財団に寄付

した会員数が 3 名ということで、寄付率が 5%でございます。また、認証実績は、ポールハリ

スフェローが 20 名、マルチプルポールハリスフェローが 19 名、ベネファクターが 10 名、メ

ジャードナー&ポールハリスソサエティは該当者無しということでございます。 

 最後になりますが、ロータリーカードの推進ということで、ロータリーカードをクラブ・個



人で作っていただき、ロータリー関連のお支払いにロータリーカードを使っていただくこと

によって、その使用していただいた金額の 0.3～0.5%がポリオ根絶資金に自動寄付されます。

是非とも例会運営費・人頭分担金・各種大会登録料・事務局運営費等にロータリーカードを使

っていただきますよう、よろしくお願い致します。 

 ロータリー財団は「世界でよいことをしよう」というロータリーの使命を達成する手段で

ございます。皆様からの心温まる寄付を大切に使わせていただきまして、皆様の役にたって

いると思います。引き続き寄付をお願いしまして、世界でよいことをしていただきたいと思

いますので、ご協力をよろしくお願い致します。 

 ありがとうございました。 

 

 

 

次回例会案内 
 

令和３年１１月２４日（水）は定款第７条第１節（ｄ）（１）による休会 

令和３年１２月１日（水） 

年次総会「前年度決算報告・本年度中間報告と、次年度理事役員選挙」 


