第 3092 回 平成 30 年 2 月 2 日例会
会員増強担当 卓話

第 3091 回 平成 30 年 1 月 26 日例会報告
●点鐘
●合唱

我等の生業

●ゲスト

なし

●オブザーバー

上原 誠史 様

●ビジター

都城西ＲＣ 井福 博文 様

会長の時間

濟陽 順司

歴代会長

久し振りの会長の時間です。
本日は、今月の月信での気になる記事について
話します。
それはポリオの事です。ロータリアンの 30％
はポリオは根絶したと思っていると記されてい
ました。私はロータリアンの３０％、新入会員
のほとんどがポリオの事を知らないのではと思
いました。今でも、ロータリーの友情の一つで
ある ＥＮＤ ＰＯＬＩＯ ＮＯＷ ポリオ撲滅
運動に資料を基に説明したいと思います。
始まりは、1985 年 ＲＩは世界に向けて一つ
の約束をしました。それは どんなに長い年月が
かかろうと、世界から必ずポリオをなくすとい
う約束です。当時 毎年３５万人の子ども達が発
症してきました。2012 年には 223 件にまで
減少しました。この期間では、ＷＨＯ、ユニセ
フなどの協力を得てポリオ撲滅運動推進活動を
続けたからです。でも、完全に撲滅することは
出来ません。その原因の一つは紛争地域でのポ
リオワクチンの投与が出来ないからです。今年
度１０月２４日現在で、アフガニスタン７件、
パキスタン５件が報告されています。あと少し
です。

ポリオ撲滅宣言できるのは、発症例がゼロ
で、そのゼロの期間が３年間続かないと宣言
できません。世界のロータリアン、ボランテ
ィアの方々が活動されています。この活動に
はたくさんの資金が必要です。みなさんのご
支援をよろしくお願いします。
ライズリーＲＩ会長が言われています。
「どこに暮らしていても、どういう環境に置
かれていても、全ての子ども達がポリオのな
い人生を送る権利がある」と。
― エンド ポリオ ナウ ―

２月ロータリーレート：1 ドル＝11０円

幹事報告

河東 光浩

副幹事

□報告
●押川ガバナー事務所…ロータリーレート
２月から １１０円 （１月までは １１４円）
●２０１８～１９年度 国際ロータリーのテーマ
BE THE INSPIRATION
「インスピレーションになろう」
●公益財団法人 ロータリー米山記念奨学会
第１回 米山功労者
下森 康玄氏
鎌田 明彦氏
●佐土原ロータリークラブ…
創立 30 周年記念式典実行委員長 藤堂孝一氏
30 周年記念ゴルフコンペ企画のご案内
平成 30 年 2 月 24 日（土） 10：00 スタート
宮崎国際ゴルフ倶楽部 参加費 ２，０００円
プレー料金
￥６．３０５
(セルフプレー・食事付
●都城ローターアクトクラブ…
① 年次大会記念誌 配布
② アクト会報 12 月号
③ 「都城 RAC 大懇親会!!」
2 月 23 日(金) 19：30～
場所：居酒屋 Ra〜 会費：5,000
●都城青年会議所…総会ご臨席お礼
□クラブ報告
●2/9（金）３月定例理事会
ロータリー事務局

３ヶ年
塩屋

彰英 会員

委員会報告

なし

本日のプログラム

クラブ協議会
別紙に掲載しております。

SAA 報告

別紙に掲載しております。

13:30～

今後のプログラム

出席報告
会員総数

5２名

出免数

３名

出席数

32 名

出席率

65.31%

前々回修正出席率
前回修正出席率
届出有

皆 勤 賞

1/11
1/19

97.96％
87.76％

池内 落合 加治屋 小久保 四季
佐々木（慈） 島津 下森 永友 長谷川
中村（太） 堀之内 二見 山下 山田
田中（博） 宮川

届出無

なし

MU 有会員

1/19 ２月定例理事会
中村（太） 東郷 木場 河東
塩屋 田中（穣） 佐々（慈）渡瀬
成松 森山 黒木
1/22 ｼﾞｬﾊﾟﾝｶﾚﾝﾄ 吉原

MU 無会員(1/11)

四季

要 MU 会員(1/19)

加治屋 清水 山田 長倉 前田

（予定）
２／９
メディア関連 担当 外部卓話
２／１６ 祝日週の為、休会
２／２３ 教育振興基金フォーラム
ニコニコ BOX

284,000

6,000

ロータリー財団

11,400

358,100

米山記念奨学会

5,000

263,000

0

580,000

教育振興基金

広報委員会 前田 尚子
クラブ会報小委員会

黒木由美子

メディア関連・広告・宣伝小委員会
◆
ロータリー事務局制作

谷口賢多郎

２月ロータリーレート：1 ドル＝11０円

1 月ロータリーレート：1 ドル＝114 円

第１回

鎌田

明彦 会員

・欠席～下森

康玄 会長

おめでとうございます！！
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

本日のプログラム

クラブ協議会
【 クラブ管理運営 中村 壽秀 部門長】
・プログラム委員会 ～ 外部卓話 人材募集しています
・出席委員会
～ 主席率は良い方です。
記帳やＥクラブを利用して下さい
・親睦委員会
～ とても頑張っています。

【 会員増強

塩屋

彰英 部門長 】

・年度初め ５０名 ⇒ 現在５２名
会員選考と連携していきたい

（純増２名）

・ロータリー情報集会 第２回目を３月に予定
『飲みにケーション』を大切に･･･

【 広報

前田 尚子 部門長 】

・例会報告を、週報とフェイスブックの動画にて紹介
・ホームページでは 記帳の日程等もお知らせしています

【 奉仕プロジェクト

田中

穣弐 部門長 】

・職業奉仕、社会奉仕は下期に担当例会予定です。
・国際奉仕は、担当例会で外部卓話（金善玟 様）

２月ロータリーレート：1 ドル＝11０円

【 新世代奉仕

温水

玲子 青少年奉仕委員長 】

・９月に 優良青少年表彰を行いました。
・インターアクト年次大会は、台風の為中止でした。

【 ロータリー財団

渡瀬 登 部門長 】

・Ｒ財団、米山、教育振興基金の寄付 順調に推移しています。
引き続き 皆様のご協力をよろしくお願いします。

【

木場 智彦 会員

上期決算報告 】

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

SAA報告
●ニコニコ箱●
濟陽 順司･･･久し振りの会長の時間でした。
東郷 研哉･･･上原さん 入会お待ちしております。
中村 壽秀･･･先週欠席しましたら、本日誕生祝いを頂きました。
小玉 忠宏･･･井福会員のメイクアップを歓迎します。 所用につき早退します。
河東 光浩･･･濟陽歴代会長 本日はありがとうございました。
西田 憲一･･･上原さん、私 首は短いですけど、首を長くして入会お待ちしております「
●米山記念奨学会●
鎌田 明彦･･･米山功労賞をいただいて
●ロータリー財団●
川添 正浩･･･ロータリー財団へ

