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卓話 「私の職業」　伊藤会員
 「私の職業」　井伊会員

今週の歌「R-O-T-A-R-Y」

第1436回例会　平成23年11月14日

「ロータリーの理念と精神の追求」

卓話 「職業奉仕　炉辺談話」 大藤会員
 「私の職業」   右松会員
Weekly No. 1436は井伊委員が担当しました。
Weekly No. 1437は榎原委員長が担当の予定です。

（本日の原稿をお渡し下さい）

会長挨拶 阪本会長

先週内容

次週 第1437回 例会予告　平成23年11月28日

Weekly No.1436／ 平成23年11月14日

出席報告
●会　員　数 44名 ●来　　　　客 1名
●出席会員数 38名 ●本日の出席率 97.78％
●10月17日の出席率（メーキャップを含む） 100％

𠮷田委員長

紙谷幹事幹事報告

◦10月31日のガバナー訪問に皆様のご協力有
難うございました。無事終了しました。例会
前の懇談会での活動への取組、例会の雰囲
気も素晴らしいと感じました。いつまでも
続けて下さい。暖かい笑顔、熱心な傾聴姿勢
を感じました。11月11日、12日に開催され
る地区大会への参加をよろしく。

◦元田会員が支店長を務めておられる野村證
券様が江坂開設5周年を迎えられました。お
めでとうございます。江坂地区に根付いて
こられたのではと思います。

◦11月3日に文化祭（地域）が実施され、文化
の日にふさわしい天候で来場者も1,000名
近い方がいました。有難いことです。

◦田中慶一会員がゴルフコンペでハワイアン
オープン獲得（但しスコアーでない）

ロータリー財団月間

◦今週11日㈮、12日㈯は地区大会です。先週
お配りしました名札をお忘れなきよう、ご
持参の上ご参加下さい。
 11日㈮ シェラトン都ホテル 13:00～
 12日㈯ NHK大阪ホール 12:40～
   ロビー集合

◦次週14日㈪より1週間GSEの受け入れクラブ
となります。ホストファミリーとして瀧川
会員にお願いする事となっております。瀧
川会員どうぞよろしくお願い致します。尚、
11月16日㈬は受け入れの研究生との懇親会
を行いたいと思います。（場所未定）あとで
回覧致しますので出席可能な方はご協力宜
しくお願いします。14日例会には出席して
いただく予定にしています。

◦第5回理事会承認事項
⒈ 1月度卓話プログラム承認。
⒉ 新入会（矢倉様）入会に伴う職業分類を
「法律」小分類を「商事弁護士」で開設す
ることを承認。

⒊ 11月18日の炉辺談話、社会奉仕担当を職
業奉仕担当に変更することを承認。

ゲ　ス　ト 西村委員

 新入会ゲスト 矢倉 昌子 様
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◆田中（慶）会員
ケーブルテレビ（J:COM）ハワイ観戦
ツアー 4泊6日があたりました。
◆元田会員
今月で支店開設5周年を迎えます。
◆阪本会長
清水大吾様有難うございます。
◆仲辻会員
明日迎ふ誕生の日や冬近し
明日11月8日、82才の誕生日を迎えます。
◆清水会員
ガバナー杯野球大会第2戦の勝利を祝
して！みなさまお疲れ様でした！
◆西村会員
10月3回休んだおわびとして。
──────────────────
 本日のニコニコ箱 27,000円
 累計のニコニコ箱 522,000円

ニコニコ箱 勝副SAA

澁谷委員長米山記念奨学会委員会
　本日、木田会員、小川会員、澤井会員、仲辻
会員、以上４名の会員より特別寄付を頂きまし
た。ご協力ありがとうございました。

田中（慶）委員長ロータリー財団委員会
　本日、澤井会員、澁谷会員、仲辻会員、井伊
会員、荻田会員、岡会員より特別寄付を頂きま
した。ご協力ありがとうございました。

大藤委員長職業奉仕委員会
　11月18日18:00より、くりーん亭にて職業奉
仕の炉辺談話を行います。今回は社会奉仕との
交替ですが、奮ってご参加下さい。

誕生御祝－１１月

ガバナー杯野球大会第2戦
　11月3日㈷ にガバナー杯争奪野球大会
第2戦、対八尾RCの試合が八尾市山本球場
で行われました。完全アウェーの中、当方
は9人ギリギリで挑みました！
　後攻で始まった試合は、初回から相手
投手の乱調につけこみ、打線が暴発！ 4回
までに15点を奪い、投げては岡投手の低
めにコントロールされた素晴らしい投球
で1点に抑え、5回裏に3点を追加した所で
タイムアップの18対1で大勝しました。今
回もゴルフをキャンセルし、前日息子さ
んとバッティングセンターで100球打ち
込み、マメを作って出場した村井P会長が
2安打の活躍など、全員出塁、ほぼ全員安
打で9人共大活躍でした。
　しかし珍プレー凡プレーも続出しまし
たが、その内容はホームページの野球同
好会欄に詳しく記載しておりますので、
誰が何をしたのかを是非ご覧下さい！
　次回は11月20日㈰ 対江坂RC戦、箕面市
サントリー球場AM10:50試合開始です。
応援よろしくお願いします。

清水会員野球同好会

 チーム名 一 二 三 四 五    計 
 八　尾 0 0 1 0 0   1
 吹田西 3 4 0 8 3X   18

第２戦結果
木田委員長社会奉仕委員会

　クリーンデーが11月1日7時45分から江坂
企業協議会が中心になってサニーストン玄関
前から開始されました。たくさんの方々が来
られて盛大に行われました。
　当クラブからの参加者は、阪本会長、紙谷幹事、
瀧川会員、阿部会員、髙木会員、橋本（徹）会員、
元田会員、榎原会員、伊藤会員、澁谷会員、
清水会員、木田会員の参加でした。ご苦労様でした。
　次回は当クラブ主催のクリーンデーです。
また案内致しますのでご参加を御願いします。

 昭和 39 年 11 月 3 日 田中（慶）会員ご夫妻
 平成 16 年 11 月 4 日 渋谷会員ご夫妻
 昭和 52 年 11 月 8 日 井伊会員ご夫妻
    11 月 9 日 永田会員ご夫妻
 昭和 53 年 11 月 12 日 青木会員ご夫妻
 昭和 51 年 11 月 23 日 由上会員ご夫妻
 昭和 53 年 11 月 23 日 坂口会員ご夫妻
 昭和 38 年 11 月 24 日 仲辻会員ご夫妻
 昭和 59 年 11 月 24 日 田中（孝）会員ご夫妻
 昭和 47 年 11 月 26 日 石﨑会員ご夫妻
         以上10組

結婚御祝－１１月
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卓　　話卓　　話

○財団法人ロータリー米山記念奨学会－日本
在留の外国人留学生に対し、ロータリアン
の寄付金を財源として、奨学金を支給して
支援する奨学団体（奨学金は返済義務無し）。
　戦後二度と戦争の悲劇を繰り返さない為に、
世界の国々との人物交流を深める必要性を
多くの人が感じていた時代背景のもと、ロー
タリー米山記念奨学事業は「留学生が平和
を求める日本人と出会い、信頼関係を築く」
事を目的に始められ、「国際親善と世界平和
に寄与したい・・という当時の日本のロー
タリーに最もふさわしい国際奉仕事業」と
して高く評価され、日本のすべての地区が
関わる「ロータリー日本国内全地区合同プ
ロジェクト」である旨、国際ロータリーに承
認されている。50年以上の歴史を持つ世界
に類を見ない日本のロータリー独自の多地
区合同奉仕活動である。　　　（豆辞典 P5）

①当クラブ今期10/31までの特別寄付状況：
　26人、46万円、目標達成率47.9％
　※参考2010年度個人平均寄付額
 １位クラブ 仙台平成RC 129,315円
 20位クラブ 北上RC 44,485円

②米山記念への寄付には「普通寄付金」と
　　　　　　　「特別寄付金」の2種類がある。
◇普通寄付金は：半期に一度各クラブで決
めた金額×会員数分を寄付

　　 当クラブは一人5,000円／年度
◇特別寄付金は：任意寄付「個人寄付」「法
人寄付」「クラブ寄付」の3種類あり
※寄付金はどちらも税の優遇処置あり、
所得税・法人税・相続税が非課税
※特別寄付今年度一人20,000円目標

③ロータリー米山記念奨学事業の特徴：
・世話クラブカウンセラー制度（重要）奨
学金だけの制度ではない　（豆辞典 P6）
・日本最大の民間奨学事業－年間約800人、
事業費14.3億円　　　　　（豆辞典 P6）

④奨学生数の推移と地区別割当数（豆辞典P15～16）

⑤活躍する米山学友－奨学生の累計は1万6千
人超。多くの学友がアジアを中心に活躍。

「米山月間」 澁谷委員長

「ロータリー財団月間」 田中（慶）委員長

米山学友会とは－元米山記念奨学生と現役奨
学生によって組織された会。（豆辞典17～20）
現在日本国内に30、海外に3（台湾・韓国・
中国）　　　　　　　　　（豆辞典P21～22）

⑥よくある質問　　　　　 （豆辞典P26～27）
Q.日本人支援はしないのですか？
Q.最近、中国人などで裕福な人が多いよ
うな気がします。支援の必要があるの
ですか？
Q.米山記念奨学生は中国人が多すぎるの
では？
Q.奨学生にふさわしい外国人留学生をク
ラブから推薦することはできますか？
Q.他のロータリー関連で支援している外
国人留学生との違いがわかりません。

※私は米山記念奨学会の設立理念と事業活動
の使命を全面的に支持し賛同致します。

11月4日
　大阪にGSEスリランカチームが来日しました。
　約1ケ月滞在予定です。
11月13日
　団員シュマリさんが瀧川宅、ホームステイする。

マッチング・グラント
ロータリークラブと地区が世界各地で（★）人
道的プロジェクトを実施するのを支援
★本年度に関しましては東日本大震災（日本）
への支援も可能。
海外のクラブと共に震災復興支援される場
合にご利用いただけます。

マッチング・グラントの授与
・最低授与額： 5,000ドル （約     40万円）
・最高授与額： 200,000ドル （約1,600万円）

マッチング・グラントの種類
★授与の額により2段階に分類されます。
・5,000～25,000ドル（約40万円～200万円）
　　　　　通常のマッチング・グラント
・25,001～200,000ドル
　　　　　競争性マッチング・グラント
　　　　　→財団管理委員会の承認が必要
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　ポリオ撲滅計画は着実に進みつつあることを伺い知ることが出来ると思います。発症件数がゼロ
となったナイジェリアですが、これでポリオ撲滅が完了したわけではありません。今後3年間新たな
発症が無いことが確認されて初めてポリオ・フリーの国となるわけであります。
まだゴールはかなり先にありますが、ポリオ撲滅のためのプログラムは手をゆるめることなく進め
ていく必要があると思います。

世界のポリオ発生状況（更新1）

（※）コンゴ共和国の2010年の患者数は、野生株ポリオウイルス1型の流行でポリオと確定診断され
　　 た患者の中に、例外的に分類された未確定な患者317名を含みます。

　　　　　集計期間 2011年  　 2010年（同時期）
全世界の患者数 145 146
常在国の患者数 48 49
非常在国の患者数 99 97

　　　　　集計期間 2011年  　 2010年（同時期） 2010年（総数） 最新報告日
アフガニスタン 1 8 25 2011/01/11
インド 1 20 42 2011/01/13
ナイジェリア 8 3 21 2011/03/18
パキスタン 36 18 144 2011/04/20
アンゴラ 2 2 33 2011/02/04
ウガンダ 0 0 4 2010/11/15
ガボン 1 0 0 2011/01/15
カザフスタン 0 0 1 2010/08/12
コートジボワール 3 0 0 2011/02/11
コンゴ共和国（※） 1 0 382 2011/01/22
コンゴ民主共和国 47 0 100 2011/04/13
シエラレオネ 0 1 1 2010/02/28
セネガル 0 17 18 2010/04/30
タジキスタン 0 58 457 2010/06/04
チャド 41 12 26 2011/04/08
トルクメニスタン 0 0 3 2010/06/28
ニジェール 1 2 2 2011/01/19
ネパール 0 1 6 2010/08/30
マリ 3 1 4 2011/03/20
モーリタニア 0 4 5 2010/04/28
リベリア 0 1 2 2010/09/08
ロシア 0 0 14 2010/09/25

国、地域2011年の発症件数
ポリオに関する統計

アフガニスタン 1
インド 1
ナイジェリア 0
パキスタン 4
滞在国以外 3

全世界合計 9
（2月17日の時点における数字／世界保健機関）


