
『財団活動とポリオ撲滅』

　地区ポリオ・プラス委員会
　　委員長　溝口　尚則さん

　本日は、財団の活動とポリオ
撲滅についてお話をいたします。
　ロータリーの活動の基本は「世界で良い事を
しよう！」ということです。この目的に沿って
我々ロータリアンは様々な活動を行っていま
す。特に教育への支援や、貧困を救済すること
で世界理解や、親善、平和の達成に貢献する事
が重要とされています。このような使命を達成
する為に、世界中で実施される効果的で持続可
能なプロジェクトを支援しています。
　「将来の夢プロジェクト」として特に６つの
重点分野をあげ支援しています。

　現在の活動として、「疾病との闘い」、「安全
な水の提供」などを行っています。これらの活
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動は世界中のロータリアンの資金援助によって
行われています。寄付の100ドルでできるこ
と、1,000ドルでできる事など、様々なことが
寄付金によってなされています。
　財団の寄付金は３年間利殖された後に、地区
のロータリー活動に回ってきます。これは、
50％がDDF、残りの50％がWFとなります。

　この資金をもとに我々は地区での地元のニー
ズにあった活動と、世界に貢献できる活動とを
同時に行う事ができます。今年度のDDFとWF
から1,000万円の補助（グローバル補助金）を受
けて佐賀ロータリークラブのVTTが行われまし
た。モンゴルでの支援です。香月さんらによっ
て行われました。このように2740地区におい
ても世界に貢献できるプロジェクトができるよ
うになりました。ここがロータリーのすごい力
だと思っています。
　ポリオ撲滅はあと一歩のところです。しか
し、世界中で紛争や貧困がなくならない現在、
なかなか達成できていないのが現実です。ロー
タリーは今まで様々な活動を行ってきました。

重点分野（どのような奉仕プロジェクトか？） 

平和と紛争予防／紛争解決

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向上 

経済と地域社会の発展 

 
グローバル補助金 

World 
Fund 

 

$1,000 
寄付 

 

$500  

地区補助金： 
250ドルまで 
申請可能 

•  グローバル補助金へのDDF拠出に対し、
WFから同額の上乗せ  

•DDF寄贈とWFで、ポリオプラスまたは
ロータリー平和センターも支援 

 

$500  

• この図には、恒久基金（シェア）の使用可能な収益から発生したDDFは含まれていません。 
• 未使用のDDFは次年度に繰り越されます。 
• 必要な場合のみ（十分な投資収益がない場合）、年次基金寄付の5％がWFから運営費に充てられます。 

シェアシステム 
2015年7月1日から有効 

必要に応じて、年次基金寄付の
5％（50ドル）が運営費に 

WF 
（国際財団活動資金） DDF（地区財団活動資金） 

パッケージ・グラント 



　これも世界中のロータリアンの努力の賜物と
考えています。来年の世界ポリオデーには佐世
保のすべてのロータリアンが赤いEND	POLIO	
NAWのロゴをつけたTシャツを着て佐世保の
街を行進してアピールしたいと考えています。

◯ロータリーソング「奉仕の理想」
◯ビジター
　佐世保南RC　石塚伊知郎さん

	 会長　円田　　昭
　今月はロータリー財団月間で
す。当クラブから溝口さんが地
区のポリオプラス委員長として
昨年から2年続けて出向されて
おります。
　今日はポリオの現状と、ロータリーの取り
組みを溝口さんに卓話で語っていただきま
す。ポリオとは日本語で言えば小児麻痺で
す。ワクチンの普及で日本では死語となって
いる小児麻痺ですが、世界ではまだポリオで
苦しんでいる子供たちがいます。ロータリー
では25億人にワクチンを接種し、発症数は99
％減少しましたがあと1％で撲滅できる、あと
少しでポリオで苦しむ子供をなくすところま
で来ております。
	“END	POLIO	NOW”あと１％が大変なこ
とです。ロータリアンとして皆様のご理解と
ご協力をお願いいたします。

	 幹事　納所　佳民
１．国際ロータリー日本事務局	経理室
　2014年12月のロータリーレートは、
　1ドル＝112円（11月現行	106円		差6円）

２．第2610地区
	 パストガバナー　中川可能作さん
　　	 ガバナーエレクト　柳生　好春さん
　	第5回	日台親善会議協力のお願い（平成28年
6月5日）がきております。

３．第2740地区	 ガバナー　宮㟢　清彰さん
	 地区大会実行委員長　緒方　　聖さん
　	地区大会ご出席・ご協力のお礼が届いてお
ります。

４．第2740地区ガバナー事務所
　	ホームページ更新のお知らせが届いており
ます。

５．西海学園インターアクトクラブ
	 	顧問　林田　明浩先生
　11月19日	例会報告が届いております。

■資金推進・財団・米山委員会
	 委員長　幸良　秋夫
　溝口尚則さんより、㈶ロータ
リー米山記念奨学会およびポリ
オ・プラスにご寄付をいただきま
した。

■インターアクト委員会	 目黒　誠之
　11月19日の例会にて、顧問よ
り電気ストーブの寄付のお願い
がありました。もしありました
ら、目黒までご連絡ください。

■ローターアクト委員会	 大神　吉史
　前回107回公式訪問例会には
円田会長をはじめ多くの参加を
いただきまして、誠にありがと
うございました。
　アクターもローターアクトにつ
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幹 事 報 告

委員会報告
会 長 報 告

例 会 記 録
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いて、まだまだ知らない事が多くある事に気
付く公式訪問例会でした。

次回例会ご案内
　日時／2014年11月27日㈭　18:30〜
　会場／ホテルオークラJRハウステンボス
　メインテーマ「ローターアクトの基本教育」
　※	ローターアクト定款の第1章〜第8章を抜粋
してテスト

■親睦活動委員会	 委員長　長富　正博
　ロータリー劇団出し物の予告
と、本日もリハーサルを行いま
すので出席をお願いします。

ロータリー情報・文献記録委員会
	 委員長　福田　金治
「ICGF（IM）の歴史について」
　IMの前の名称は、I･G･F
[INTERCITY	 GENERAL	
F O R U M ] で、それ以前は
I･C･G･F	 [INTERCITY	AND	
CLUB	GENERAL	FORUM]と言われておりま
した。日本語訳では「都市連合一般討論会」と
なっております。2740地区では、1978年度ま
では「I･C･G･F」、1979年度以降は「I･G･F」と
いう名称になっています。
　IGFよりIMという名称に変更になった経過
ですが、1989年の全国ガバナー会議におきま
して、1986年版の手続要覧（英文）の中に、ガ
バナーの任務の一つに「AT LEAST ONE 
INTERCITY MEETING DURING EACH 
YEAR」（少なくとも毎年１回は、都市連合会
に）という記述があることから、今までの
「IGF」を「IM」という名称に変更され、1989年
7月1日以降より当地区では正式に採用された
ようです。
　「IM」という名称は日本だけです。
　IGF（IM）の開催方法については、1981年版
の手続要覧までは記載されておりましたが、
その後の手続要覧には記載がありません。
　手続要覧より削除するという事は、国際ロ
ータリーの方針としては、削除した活動は今

ロータリー３分間情報

後、廃止又は中止する意志表示です。日本事
務局にも聞きましたが、「IGF」は日本以外の
国では現在ほとんど行われていないそうです。
　2004年版手続要覧までは、ガバナーの任務
の中に「各クラブに対して、少なくとも毎年
１回はロータリークラブの都市連合会に参加
するよう奨励する」という記述がありました
が、2007年版手続要覧以降には、その様な記
述はありません。但し、手続要覧の標準ロータ
リークラブ定款の中には「ロータリークラブの
都市連合会」に出席するとメークアップにな
るという記述は現在も残っております。
　この様な訳ですから、日本国内の各地区で
はIGF（IM）を実施していない地区もありま
す。実施されている地区においては、手続要
覧等にIGF（IM）の開催方法について記載が無
い為、古い手続要覧に記載されている開催方
法を参考に、各地区で独自の方法で行ってお
られます。第2740地区では、分区代理制の時
は分区ごとにIGF（IM）が実施され、ガバナー
補佐制に変更後は、地区が10グループに分け
られた為、各グループ合同でIGF（IM）が実施
されています。

	 親睦活動委員会　目黒　誠之
○結婚記念月のお祝い
　橘髙　克和・さなえさん	ご夫妻（6日）
　円田　浩司・桂子　さん	ご夫妻（7日）
　増本　一也・光子　さん	ご夫妻（7日）
　長富　正博・桂子　さん	ご夫妻（7日）
　田頭　愼一・啓子　さん	ご夫妻（10日）
　松尾　　貴・真理　さん	ご夫妻（11日）
　目黒　誠之・陽子　さん	ご夫妻（23日）
　松尾　文隆・由美　さん	ご夫妻（23日）

慶　　　祝



	 親睦活動委員会　池田　真秀
佐世保南RC　石塚伊知郎さん
　本日、メークアップでお世話になります。
　現在、プログラム委員長で人選に苦労して
おります。プログラム委員会の皆さん、興味
深き卓話者の方がいらっしゃったら、是非、
ご紹介方、宜しくお願いします。

円田　　昭さん、平尾　幸一さん
髙瀨　宏滋さん、幸良　秋夫さん
黒木　政純さん、武井　洋一さん
大神　吉史さん、円田　浩司さん
井上　斉爾さん、遠田　公夫さん
大神　邦明さん、長富　正博さん
坂元　　崇さん、石井　正剛さん
福田　金治さん、玉野　哲雄さん
橘髙　克和さん、中村　徳裕さん
　溝口さんの卓話に期待してニコニコします。

古賀　　巖さん
　先週20日のきらきらフェスティバルの点灯
式には、一部で電線をこっそり切ったとかい
ううわさがありましたが、無事イルミネーショ
ンが点灯いたしましたのでニコニコします。

橘髙　克和さん、円田　浩司さん
長富　正博さん、松尾　　貴さん
目黒　誠之さん、松尾　文隆さん
　結婚記念日のお祝いありがとうございます。
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（今週の担当　坂元　　崇）
（カメラ担当　中川　知之）

	 ソングリーダー　髙田　俊夫
「紅葉」合唱

委　員　池本　仁史 ・ 川口　博樹
　　　　岡村　一郎 ・ 山口　剛史

＊12月  例会卓話者予定＊

12月10日	 させぼパール・シー㈱　
	 　代表取締役　中島　正美	様

12月17日	 佐世保海上保安部
	 　部長　藤本　裕之	様

12月24日	 調整中

12月31日	 指定休会日

＊西海学園インターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月10日㈬		17:15〜	に変更
　　　	３日㈬（学校行事の為）、17日㈬（修学旅行の為）

休会
会場／西海学園高等学校	記念館	会議室

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
日時／12月11日㈭　18:30〜
会場／ホテルオークラJRハウステンボス

＊	西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、
メークアップにもなりますのでご活用ください。
＊	RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認を
いたしますので、事務局までお知らせください。

歌の時間

ニコニコボックス	 本日合計	　26,000 円

	 累　　計	 532,000 円

◇

ニコニコボックス


