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次週のプログラム 

講師卓話 
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今週のプログラム 

ＩＡ活動中間報告 

 

12：30 

1.点 鐘        会長  鳥海  稔 

2.国家斉唱 

3.ロータリーソング斉唱 

4.4 つのテスト 

5.会長挨拶       会長  鳥海  稔 

6.幹事報告       幹事  中島 宗一 

7.クラブ協議会  

8.講師卓話  地区Ｒ財団寄付金小委員長 

                伊藤 正人 

9.ニコニコＢＯＸ 

10.出席報告 

11.点鐘 

 13：30 

―と参加してまいりました。 

 前日は首都高が混んで遅れてしまいました

が、ホテルも会場もすばらしかったです。来年

は銚子で開催ということで更に遠くなります

が、大勢で出掛けたいと思います。 

 さて、ロータリーの友インターネット速報と

いうのがございまして、女性会員のことが書か

れていましたので紹介いたします。 

 女性の入会が認められたのは、1989 年で 20

年前のことであります。 

 翌 1990 年には女性のロータリアンの数が 2

万人以上に跳ね上がり、現在は 18 万 8000 人の

女性会員がいらっしゃり、ＲＩ理事やＲ財団管

理委員といった高い指導役としても女性が活躍

されております。 

 当クラブも佐藤みさ子さんと佐藤多恵子さん

の 2 名がいらっしゃいますが、会員増強のため

には、もっと女性会員の増強も図らなければな

らないと思った次第であります。 

会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶       会長 鳥海 稔 

10/24-25 に開催されました地区大会に、中島

幹事、伊藤会員、武田会員、神定会員、佐藤多

恵子会員、小林会員、鶴岡さん、そしてケイリ

ー 



クラブクラブクラブクラブ協議会協議会協議会協議会 

 鴨川ロータリークラブ細則第 2 条第 1 節によ

り「役員を選挙すべき 1 ヶ月前の例会において

その指名は、指名委員会または出席全会員のい

ずれか一方で行うことができる。」とされており

ますが、例年、指名委員会で指名してきており

ますので、その方式でよろしいでしょうか。 

 賛成多数と認めますので、この後の理事会で

日程を調整し、会長経験者等にご案内いたしま

すので、よろしくお願い致します。 
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講師卓話講師卓話講師卓話講師卓話    地区Ｒ財団寄付金小委員長 

                伊藤 正人 

○ 地区ガバナーより、地区大会の礼状が届き

ました。 

○ 第 5 分区ガバナー補佐より分区ゴルフ大会

開催の案内です。 

日時：11月 19 日（木） 

場所：鴨川カントリークラブ 

○ ゆめ半島千葉国体鴨川市実行委員会会長よ

り、第 79回全日本アマチュアボクシング選

手権大会の開催案内です。 

日時：11月 18 日～22 日 

場所：鴨川市文化体育館 

○ 鴨川市国際交流協会長より、国際交流フェ

スタインＡＷＡ「安房郡市在住外国人によ

る日本語スピーチコンテスト」の開催案内

です。 

日時：11月 22 日（日）午後 1 時～ 

場所：千葉県南総文化ホール小ホール 

○ 同じく、会員の親睦交流事業「サンクスギ

ビングデーパーティー」の開催案内です。 

日時：11月 26 日（木）午後 6 時 30 分～ 

場所：レストランキッズ 

○ 千倉 RC より例会変更のお知らせです。 

11/27（金）→18：30～魚拓荘鈴木屋 

12/18（金）→18：00～同上 

12/25（金）→休会 

○勝浦ＲＣ、千倉ＲＣより週報、旭ＲＣより週  

報と活動計画書が届きました。 

○ ロータリーの友 11 月号。ガバナー月信が届

きました。 

１．2790 地区財団委員会構成 

 カウンセラー 森島庸吉 PG 

委員長 川原勝壽（佐原 RC）、以下 10名 

 5 つの小委員会（補助金、奨学金・学友、GSE、

寄付金、世界フェローシップ） 

  フェローシップカウンセラー2 名 

  学友アシスタント 2名 

 今期より、委員長の任期は 3 年（となるはず） 

１． 2790 地区前年度寄付実績 

別紙参照 

２． ロータリー財団のプログラム 

１）人道的補助金プログラム 

・ ３－Ｈ補助金（保健、飢餓追放

及び人間性尊重） 

・ 地区補助金 

・ ボランティア奉仕活動補助金

（個人向け補助金） 

・ マッチング・グラント 

・ 南アジア災害連帯基金 

・ 災害復興 

  ２）教育的プログラム 

・ 国際親善奨学金 

・ ロータリー世界フェローシップ 

・ 大学教員のためのロータリー補助

金 

・ 研究グループ交換（ＧＳＥ） 

・ ロータリー平和及び紛争解決研

究プログラム 

２） ポリオ・プラス 

  詳細は財団の年次報告書、web 上の各種

ニュース、資料参照のこと 

 



 

３３３３．．．．    地区地区地区地区のののの財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会についてについてについてについて    

１）補助金申請書の審査・査定 

    今年度申請（9/30 締め切り）8件、

申請総額 約 360 万円、原資 234 万円 

    社会的貢献度、人道的貢献度、プロ

ジェクト内容を勘案して査定 

    補助金の適格条項（ハンドブックｐ

５０～） 

    ・人道的であること（人道的と

は・・・・・・・・？） 

① 奉仕活動や寄贈品は、地域でか

なえられていないニーズを満た

しているのか？ 

② プロジェクトは恵まれない人々

に役に立つのか？ 

③ 地区補助金がなければ、このニ

ーズを満たすことができないの

か？ 

     ・建築・改築はダメ 

13－14年度より新地区補助金につ

いては改築が、グローバル補助金

については建築と改築が認められ

る。 

２）親善奨学金応募者の審査（4月以降） 

 

2222 ポリオポリオポリオポリオ・・・・プラスプラスプラスプラスについてについてについてについて（ハンドブック

ｐ７６～） 

１． ポリオ・プラスの目標 

 ポリオの撲滅を世界的に証明すること（野生

株のポリオ・ウィルスの伝播を止める。） 

２． ポリオ撲滅運動における国際ロータリ

ーの貢献 

  寄付総額：12億ドル以上 

  各地のＲＣや地区から何百万ドルにも相当

 

「現物」の援助、人的貢献 

４． ポリオ・プラス補助金による受益国 

 世界の 122 カ国でポリオ予防接種および撲滅

活動の恩恵 

５． 予防接種を通じて、毎年予防できたポ

リオ患者数 

 1988 年の世界的ポリオ撲滅運動の開始以来、

主として開発途上国の 500 万人の子供たちが

ポリ発病を免れる。現在では、毎年 50 万人以

上がポリオを免れている。 

６． ポリオ予防接種を受けた子供の数 

  1985 年以来、20 億人以上に経口ポリオ･ワ

クチンを投与 

  2008 年、36 カ国で 3 億 4000 万人以上の子

供たちに予防接種 

７． ポリオのない国に居住する子供たちの

割合 

  1988 年世界の１０％⇒2008 年 1 月 1 日現

在、世界の７０％ 

８． ポリオの症例の減少 

  ポリオ･プラス開始以来、症例数は９９％以

上減少 

９． 子供１人当たりのワクチン費用：６０

セント 

１０． 野生株によるポリオ発生国の数 

  1985 年 125 カ国以上⇒2008 年 4 カ国  

１１． ポリオ発生ゼロと証明された国、領域

および区域の人数とポリオ発生ゼロ国の数 

  ポリオ発生ゼロ地域２１０、内 134 地域（30

億人以上）でポリオ撲滅の証明 

１１．ナイジェリア、インド、アフガニスタン、

パキスタンにおけるポリオ 

１２．ロータリーの提唱活動による寄付（略） 

１３．パートナー、指導的パートナー、連合組

織、ドナー（略） 

１４．世界的証明 

  「質の高い監視活動のもとで、野生株のウ

ィルスによる症例が最低 3 年間発生せず、野

生株のポリオ・ウィルスが完全に封じ込めら

れた時」 

１５．経口ポリオ・ワクチンによるポリオ予防

接種の停止に関する証明 

１６．予防接種の停止後、世界が節約できる年



  

  地区計 館山 鴨川 勝浦 千倉 鋸南 館山ﾍﾞｲ 

06－07 261,674 4,350 2,400 8,730 600 2,440 0 
07－08 314,359 4,250 2,990 4,767 2,100 1,098 1,300 

年

次

寄

付 

08－09 

(／人) 
325,525 
(113) 

4,700 
(92) 

2,551 
(111) 

4,273 
(99) 

1,000 
(53) 

1,020 
(68) 

1,600 
(84) 

06－07 51,052 0 0 0 0 0 0 
07－08 55,464 0 0 1,000 0 0 0 

恒

久

基

金 

08－09 46,300 0 1,000  1,000 0 0 0 

06－07 2,700 0 0 0 0 0 0 
07－08 19,723 0 0 0 0 0 0 

使

途

指

定 

08－09 
(１億＄ 

ﾁｬﾚﾝｼﾞ） 

46,142 
(34,626) 

1,977 
(1,977) 

800 
(800) 

0 0 0 733 
(733) 

08－09合計 417,968 6,677 4,351 5,273 1,000 1,020 2,333 

◎ ニコニコニコニコニコニコニコニコＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

伊藤 正人 認証状のお礼 

羽鳥 鋭一 誕生祝 

鳥海  稔 夫人誕生祝 

◎◎◎◎ソーリーソーリーソーリーソーリーＢＯＸＢＯＸＢＯＸＢＯＸ    

氏 名 メッセージ 

古市 一雄 例会欠席 

◎◎◎◎出席報告出席報告出席報告出席報告                出席免除会員出席免除会員出席免除会員出席免除会員 5555 名名名名    

例会日 会員 出席 欠席 MU 出席率 

11/10 27 15 3 4 86.4％ 

10/27     休会 

 

間経費推定額：年間 10億ドル以上 

１７．米国の子供たちへのポリオ予防接種の年

間費用：3 億 5000 万ドル 

１８．第 2野生株のポリオ・ウィルス：1999 年

10 月以来発見されず。 

１９．ポリオ・ウィルスの流入 

  一度はポリオ発生ゼロとなった 28 の国々

で、2003 年 1月以来野生株のポリオ・ウィル

スが持ち込まれ、1800 件以上の麻痺を伴うポ

リオの症例 

２０．ワクチンを由来とするポリオ 

  この 10 年間、ワクチン由来の症例 12 件、

そのウィルスが伝播し、約 265 件の症例 

2790279027902790 地区寄付金実績地区寄付金実績地区寄付金実績地区寄付金実績    
第五分区クラブ別ロータリー財団寄付実績  2009/7/01 現在   単位：＄ 

 

○２７９０地区年次寄付一人当たりラン

キング 

 1 位 習志野中央ＲＣ 505.89＄／人 

 ２位 鎌ヶ谷ＲＣ   270.37＄／人 

 ３位 船橋ＲＣ    261.54＄／人 

○２７９０地区 「１億ドルチャレンジ」

寄付額（08/7/1～09/6/30） 

   ８３クラブ、２８７１人 

34,626.51$ 

     １クラブ当たり 417$、会員一

人当たり約 1,200 円（100\／＄） 

   寄付ゼロクラブ数 ５６ 

 

 

2009/10/30 ＧＳＥ 鯛の浦見学 


