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第3220回

都城RC週報

53名

45名

6名

会長 西田憲一  幹事 上原誠史都城ロータリークラブ

クラブモットー

第3219回
例会報告

ロータリー財団月間 11月

会員数

本日出席者数

本日欠席者数

出席率

吉国委員長出席委員会報告 年度スタート時会員数：52名　目標会員数：56名　現会員数：53名

都城市8-9　メインホテル4F　TEL：0986-25-0834　E-メール：rc2730@lily.ocn.ne.jp メインホテル 前田尚子事務局 例会場 広報部門 クラブ会報委員会 長倉清一、垣内和美、江上博和 メディア関連・広告・宣伝委員 湯通堂恒、川越宏行

88.24％

奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために

学び　考動し
喜んで

奉仕しよう

　本日も例会にご参加いただきましてありがとうござい
ます。
　先月は「米山月間」ということもありまして、米山記
念奨学会の方へ３５名のご寄付を頂きました事をご報告
させて頂きます。米山記念奨学会へのご寄付がまだの
方は、今月以降にも随時寄付を受け付けておりますので、
米山記念奨学会委員会の木脇委員長へご寄付をお願い
致します。
　ところで都城ローターアクトクラブの件で、ご報告をさせていただき
たいと思います。先月はじめに、都城ローターアクトクラブ会員が現在
６名ということもありまして、都城ローターアクトクラブ会員への推薦
者の依頼が地区の方からございました。各クラブ２名から３名ほど推薦
者を提出してほしいという依頼文でありました。その結果、中村壽秀歴
代会長のみゆき学園様からと佐々木慈舟部門長の天竜学園様からそれ
ぞれ２名のご推薦をいただきまして、都城ロータリークラブとして４名
の推薦者を提出させていただきました事をご報告させていただきます。
　また、都城ローターアクトクラブにおいては、我がクラブがホストク
ラブとなっておりまして、昨年５０周年を迎えております。聞いたとこ
ろによりますと、来年の５月に開催される都城の地区大会などへのボラ
ンティアとしても、ローターアクトクラブとして地区大会へのお手伝いを
する予定になっているとのことです。男女問わずに２０歳以上から４０
歳までの方で、個々の能力開発のために役立つ知識やスキルを身に付け
させたいという若手従業員の方がいらっしゃれば、ローターアクトクラ
ブ委員会の四季委員長にお声掛けをいただきたいと思っております。
　さて今月１１月は、ロータリー財団月間となっております。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
や環境保全に取り組んで貧困をなくすこととなっております。
　今年のＲＩ財団管理委員長からロータリー財団は何かと問われると
「ロータリーの心臓」と答えておられるようでござまして、ロータリーの
７つの重点分野である「世界平和」、「疾病との闘い」、「水と衛生」、「母
子の健康」、「基本的教育の提供」、「経済と地域社会の発展」、「環境の
保全と保護」といった支援活動にロータリー財団への寄付が、生かさ
れます。
　ただし今月は、２回しか例会がございません。限られた例会の中で
はありますが、ロータリー財団月間の中でのご寄付を喜んでしていただ
ければと思っております。水面に石を投じると多くの波紋で広がるよう
に、河原に有る石と皆さまご自身の意思を併せて頂きまして、このロー
タリー財団へ一石を投じるご寄付をいただき、さざ波から大きな波紋を
起こして頂きたいと思っております。
　それでは本日のプログラムは、ロータリー財団例会となっております。
本日担当して頂きますロータリー財団委員会の田中委員長どうぞよろし
くお願い致します。
　最後になりますが、本例会をとおしてロータリー財団に関しても、ロー
タリアンとして　さらなる学びの場となり、喜んで奉仕していただくこ
とをご期待申し上げましてご挨拶とさせて頂きます。
　どうぞ本日もよろしくお願い致します。

会長の時間 西田会長

本日のプログラム／井福ガバナー公式訪問

本日のプログラム／ロータリー財団例会

ロータリー財団部門　ロータリー財団委員会　田中穣弐委員長　卓話

幹事報告 上原幹事

□報告  
□地区　他クラブ　他団体　報告
●都城中央RC  11/11（木）特別休会
●井福 博文ガバナー事務所…特になし
●山ノ内ガバナーエレクト事務所…
　第1回次期ガバナー補佐・次期部門長合同研修セミナーについて 
　2021年11月14日（日）メインホテル 
　13：30受付 14：00開会～16：30閉会
　対象： 次期ガバナー補佐、次期部門長、ロータリー学友委員長
　ロータリーの友地区代表委員、次期ガバナー事務所スタッフ 

□クラブ報告
●11/15（月）次年度理事役員指名委員会 18:00 川声
●来週11/19（金） 井福 博文ガバナー公式訪問  12:30～14:50 

10/23 ジャパンカレント　　島津

11/5　　東京ﾋﾟｰｽｳｨﾝｸﾞ　　　佐々木(慈)　　　　　　　

11/5　　12月定例理事会　　西田、上原、落合、温水、渡瀬、須賀、濟陽、塩屋、山﨑

　　　　　　　　　　　　　　森山、川畠、上村、鎌田

11/6　　地区R財団グローバル補助金ｾﾐﾅｰ　　西田、落合、田中

11/11 都城中央　　　　　島津、黒木(誠)、二見、中原、古嶋、江上、清水

11/11 地区ロータリー奉仕ﾃﾞｰ海岸美化清掃計画説明　 西田　　　　　

　　　　上之、四季、黒木（誠）、戸高、長倉　　　　　　　　　　　
　　　　祝日週の為 休会

◆　地区補助金セミナーに参加して
　皆様からご寄付いただいた年次基金と恒久基金はロータリー財団で３年間運用後、
活動資金として地区に配分されます。地区活動資金に 50％、本部の国際活動資金に
50％に分配されます。地区活動資金は地区補助金に 25％、グローバル補助金に
25％分配されます。
　補助金事業とは地域のニーズを調査し、問題を解決するために行動し地域社会に
貢献することです。
地区補助金のプロセスは、プロジェクトの立案→補助金の申請→地区の承認→
財団本部へ→補助金分配→プロジェクトの実施→報告です。
　ロータリー財団への寄付はすべて平和、健康、環境、教育、経済発展などを目的
とした事業に使用されます。
　ポリオ発症は世界で２人と減少し、撲滅までもう一歩ですが、まだ世界中で継続してワクチン接種が
必要です。また、ＣＯＶＩＤ１９対策にかかる事業が急増しています。さらなる支援が必要です。
　百歳以上の元気な超高齢者の多くは人助けをして幸せホルモンを産生して、より健康が長続きしたと
いう論文があります。寄付をして元気で長生きしましょう。

5名（前回修正出席率 90.00％） ポリオはどんな病気？
病原体は人のみに感染するポリオウイルス。感染して
も発病しないケースも多いが、乳幼児が罹患した場合
はウイルスが脊髄などに入り込み、主に手や足に神経
まひの症状を起こす。一度まひが起こると根本的な治
療法は存在しない。予防策としてワクチン接種による
免疫の獲得がある。
日本の状況
戦後に届出伝染病に指定され、患者数の記録が開始さ
れた。1960 年に北海道を中心に全国的に大流行し、
ソ連から生ワクチンを緊急輸入して感染拡大を抑え込
む。その後ワクチンによる予防接種が定着し、野生型
ポリオウイルスによる患者の発生は 1980 年を最後
に根絶。
世界の状況
野生型ポリオウイルスの感染が続く常在国はパキスタ
ン、アフガニスタンの２カ国。インドでは 2014 年
に根絶を宣言。

ポリオウイルス
腸管内で増殖する小型のウイルスで、感染した人の排
せつ物で汚染された水や食べ物を介して人へうつる。

ワクチンの種類
生ワクチン
　ウイルスの病原性を弱めてつくられたもの。
　強い免疫を獲得できる反面、まれに投与を
　受けた人が発病したり、その人の糞便を介
　して他の人が発病（ワクチン由来感染）す
　るこよがある。経口投与できるので医療従事者でな
　くても扱える。
不活化ワクチン
　免疫をつくるために必要な成分を取
　り出し、毒性をなくしたもの。投与
　による感染の恐れはないが、注射に
　よる複数回の接種が必要。現在日本
　国内で採用されている方式。

ご入会おめでとうございます

株式会社 下森建装

下森大也 氏

皆　勤　賞

小久保歴代会長
39ヶ年

※宮川会員

誕生者祝福（11月）

中原会員

MU（メークアップ）状況

MU有会員

MU無会員(10/29)

MU要会員(11/5)



2021 年 11 月 12 日（金）
会場：メインホテル５Ｆ

第３２１9回 SAA報告

＜ニコニコBOX＞

下森大也会員！

ご入会おめでとうございます。

落合　精三 ￥1,000 下森様、入会おめでとうございます。

森山芳太郎 ￥1,000

西田　憲一 ￥1,000

木脇　義紹 ￥1,000 下森君の入会を祝福して－

東郷　研哉 ￥1,000 下森大也さん 入会おめでとうございます。

上原　誠史 ￥1,000 下森さん、ご入会おめでとうございます。

これからよろしくお願いします。

＜ロータリー財団＞

本日は、ロータリー財団委員会の田中委員長 卓話をありがとう

ございました。

西田　憲一 ＄200

上原　誠史 ＄100 田中委員長、ありがとうございました。

小久保健太 ＄100 39ヶ年皆勤賞 誠にうれしいです。40年にむけて頑張ります。

福﨑　順久 ＄100 世界以上に日本が上昇いたしますように！

濟陽　順司 ＄100 ロータリー財団３委員会へのご協力をお願いします。

黒木由美子 ＄100

山﨑　忠芳 ＄100 ロータリー財団月間にて。

田中　穣弐 ＄100 ロータリー財団補助金の報告をさせていただきました。

佐々木慈舟 ＄100

二見　康之 ＄100 田中先生、大変勉強になりました。有難うございました。

須賀　成人 ＄100 ロータリー財団月間にて。

吉国　広子 ＄100

長倉　清一 ＄100 田中委員長、卓話 ありがとうございます。

落合　精三 ＄100

下森大也君の入会を祈念して。頑張って下さい。

下森さん 入会おめでとう。

温水　玲子 ￥1,000

木場　智彦 ￥1,000

木幡さん、19日の入会をお待ちしています。

佐々木慈舟 ￥1,000 下森会員 入会おめでとうございます。

中村太賀吉 ￥1,000 下森君 入会おめでとうございます。

河東　光浩 ￥1,000 下森会員の御入会を祝して！

清水由紀子 ￥1,000 下森さん御入会おめでとうございます。

下森　大也 ￥1,000 本日入会致しました。宜しくお願い致します。

上之　弘文 ￥5,000 大変遅くなりましたが、母の葬儀の際は、色々とありがとうございま

した。

山﨑　忠芳 ￥1,000 都城RCゴルフ同好会で優勝し、カラオケ大会でも勝利!!　よか日で

した。ありがとうございました。

下森さん入会おめでとうございます。中村　壽秀 ￥1,000

下森会員 入会おめでとうございます。

ロータリーを楽しみましょう。


