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委嘱状授与 ＲＹＬＡ実行委員会
2018-19年度国際ロータリー第２７９０地区
ＲＹＬＡ実行委員会の委員に關口会員が任命され、
委嘱状を授与されました。

柏南ロータリークラブ

委員会報告

会報

第 39代 会長 岡田尚子 幹事 荒木知太朗

広報・公共イメージ向上委員会
皆様にご協力いただいておりますポリオ撲滅のための募金ですが、11月の第1例会で回収を
させていただきたいと思います。10月24日の『世界ポリオデー』に向けて引き続きご協力

第１７８9回 2018年 10月 9日 (火曜日)

をお願いいたします。また、来週の情報研修会におきましても、Ｔシャツの着用のご協力を
お願いいたします。本日もフェイスブックにおきまして、
米山月間ということで、第3代よねやま親善大使紹介ＤＶＤ完成の投稿
27・28日に行われます地区大会についての投稿
28日には米山学友会25周年の集いが開催されますので2790地区米山奨学生学友会の投稿
これらの投稿をシェアいたしております。ぜひご確認ください。

ロータリーの行動規範
ロータリアンとして、 私は以下のように行動する。
１．個人として、また事業において、 高潔さと、高い倫理基準をもって 行動する。
２．取引のすべてにおいて公正に努め、 相手とその職業に対して尊重の念をもって接する。
３．自分の職業スキルを生かして、 若い人々の質を高める。
４．ロータリーやほかのロータリアン の評判を落とすような言動は避ける。

本日のゲスト

会長挨拶
本日も１０月２４日の『世界ポリオデー』に向
けて、赤いＴシャツを着用して例会に参加させて
本日のオブザーバー

左 千葉ＲＣ櫻木英一郎様

稲葉諭史様

右 柏ＲＣ寺嶋哲生様
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5,263円

今日は広報・公共イメージ向上委員会のポリオ

ブのメンバーはＴシャツにジャケット着用で出席

についての卓話でしたが、地区ロータリー財団統

して頂きたくお願いいたします。今回の情報研修

括委員会の委員長をなさっている櫻木様を大内会

会は、ガバナー補佐の主幹ではなく、地区の研修

員が最適な方を推薦するとお呼び下さいました。

委員会の研修となりますので全員参加でお願いい

宜しくお願いいたします。

ますので、活発な意見交換をお願いいたします。
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真実かどうか
みんなに公平か
好意と友情を深めるか
みんなのためになるかどうか

で、綺麗な紅葉を愛でていただきたいですね。

いただいています。来週の情報研修会にも当クラ

たします。研修後質疑応答の時間を長く取ってい

例会報告

です。せっかく４０人もの留学生をお招きするの

は、例会扱いとして柏南クラブのロータリーデー

また、当クラブから地区ＲＹＬＡ実行委員会委
員に關口会員が任命されましたので委嘱状を代読
させていただき、お渡
しします。

として、柏市近隣の皆様方にロータリーの広報活
動をする予定です。詳細が決まり次第ご連絡しま
すので、宜しくお願いいたします。

岡田会長
本日も元気に点鐘

地区補助金をいただいた国際奉仕の観音寺の例
例会欠席の場合は前週土曜日までに必ず事務局へ

会ですが、台風２４号の塩害の影響がとても心配

連絡をお願いします。 こちらのメールアドレスへ
ご一報ください。
kashiwa_minami_jimukyoku @yahoo.co.jp

例会日／毎週火曜日(12:30～13:30） 例会場／廣池学園キャンパスプラザ TEL／04-7173-3558 FAX／04-7173-355０
事務局/〒277-0011 千葉県柏市東上町7-18柏市商工会議所会館 505 ＴＥＬ/04-7166-3963 FAX/04-7186-6255 E-mail/ckmrc@io.ocn.ne.jp

＜本日の卓話＞地区ロータリー財団統括委員会委員長

櫻木英一郎様

◇ポリオ

野生のポリオ患者

患数）アフガン
ロータリー財団について

・食事などは個人で支払う

資金使途と寄付が必要な理由

・奉仕活動ごとに自分たちで寄付金を集めて実施

◇ロータリーは世界組織であり、世界中で一つの
ロータリーだと考えるべきもの

球規模の目を以て良い事をする団体である
◇ロータリー財団

を管理する団体

ここへ寄付しないと寄付ゼロクラブ

付をしなければ寄付ゼロクラブとされる）
◇３年前の地区全体の年次基金への寄付金額が今
年に使えるようになる

・半分

2000万円

活動に使う（ポリオ

◇RI人頭分担金

・残り半分

2000万円

＝

幹事報告
●当クラブ地区大会表彰について【クラブ表彰】

１０月１６日（火）振替休会

The Rotary Foundation

会員増強優秀クラブ8名

１０月１７日（水）第１１ｸﾞﾙｰﾌﾟ情報研修会

ロータリー財団

●２０１８年10月のロータリーレート

１０月２３日（火）任意休会

管理委員会→最高意思決定機関

１ドル＝１１２円

１０月２８日（日）地区大会２日目

管理委員長はRI会長経験者

●１０月２８日（日）２７９０地区

精神的な活動

・1000万円

クラブへの活動補助金（地区補

組織運営

助金）クラブ単位の活動への補

規定審議会
TRF

撲滅

海外クラブとのジョイント活動

支援

Ri理事会

姉妹クラブなどと

◇６つの重点分野

の共同事業

グローバル補助金

（母子の健康

テーマ

国際大会

国際協議会

世界平和

への補助金

（我が地区からは約200万円まで補助

スローガン

など

資金的管理と活動の主導

り最高３０万円まで

奨学生への補助

ポリオ

奉仕活動への補助金

地球規模の活動資金から同額が出る）

基本的教育と識字率

水と衛生

世界のロータリーではこれが奉仕活動のコンセ
プト ・・・日本では依然として五大奉仕

◇海外のクラブの会費について

この活動が各クラブの奉仕プロジェクトに入っ

・海外ではクラブの運営についてのみ会費を使う

ているのが望ましい

ので会費は非常に安い

地区大会があ

９日（火）通常例会

１０月３０日（火）振替休会

ります。是非ご参加ください。

１１月

柏東クラブさんと一緒にバスで会場に向かいます。

１１月１３日（火）通常例会

地区大会終了後は「麗宮飯店」にて柏東クラブさん

１１月２０日（火）振替休会

と懇親会があります。

１１月２５日（日）KASHIWAﾘﾚｰﾏﾗｿﾝ

●１１月２０日(火)柏西ＲＣとの親睦ｺﾞﾙﾌが開催さ

１１月２７日（火）通常例会

６日（火）通常例会

理事会
サービスランチ

れます。ご参加希望の方は幹事までお願いします。

地区ロータリー財団統括委員会委員長櫻木様を囲んで

平和と紛争予防解決 疾病予防と治療）
さらに

今後の予定

100％ロータリー財団寄付クラブ〈認証バナー〉

方針など

・1000万円

お話いただきました。

１０月

地区で使う権利が
◇RI

ロータリー財団について大変わかりやすく

2017-18年度ＲＩ会長賞〈RI賞状〉

TRFについて

我が地区ではクラブあた

櫻木委員長様

・ロータリー以外にもポリオ撲滅について動いて
いる団体が３つある

◇ロータリー年次基金への寄付

地区で使える2000万円をさらに半分に分ける

助金

・保菌者でも発症しない場合もあるが、発症した

→ロータリー全体の運営に関わる資金

平和フェロー

ある

日本はポリオ撲滅の発祥と言える

約８，０００円

＝ 財団への寄付

シップ支援金など）

※

ら今の技術では治らない

・ロータリー財団が寄付を募って活動の補助金に

TRF

・資金提供で活動に参加する

・ポリオ 接触感染ではなく媒介感染する

・奉仕活動の資金は自分達で寄付を募って調達す

→活動の補助金は寄付金から成り立っている

ＲＩで地球規模の奉仕

ができない、その代りに寄付を行う

した

・会員だけでなく地元企業に行って寄付金を集め

例えば4000万円の寄付金があった場合

我々は紛争地帯に行って経口摂取をさせること

・フィリピンでポリオワクチンの投与をRIが支援

している

するのはこれと同じ事

（恒久基金やポリオに寄付しても年次基金に寄

・ポリオは危険な紛争地帯で残っている

をしたのがきっかけ

る事が基本

・年次基金へ寄付されたものが活動資金となる

ナイジェ

・東京の麹町RCが最初にインドでワクチン投与

している

たりもしている

・世界のロータリーの活動資金の基になる寄付金

だけ

リアは ３年間新規罹患無しで終息か

・奉仕活動ごとに自分たちで寄付金を集めて実施

各クラブが地元で「よい事」をすると同時に地

パキスタン

１８名（新規罹

例会終了後、卓話にお越しいただいた地区ロータ

今後の活動の励みとなりました。

リー財団統括委員会委員長櫻木英一郎様を囲んで

櫻木様、ありがとうございました。

懇談会が開かれました。寺嶋パストガバナーもお
越しくださり、和やかな雰囲気の中、ロータリー
の歴史や、ロータリーの中心線がどこにあるのか
など大変勉強になるお話をうかがいました。また、
柏南クラブの『世界ポリオデー』に向けての取組
みに対し、温かいお言葉を頂戴いたしました。

