
 

 

R.I 会長 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー第2840地区 2011-2012年度 国際ロータリーのテーマ 

Reach Within to Embrace Humanity 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１１年 

会長 養田  隆 幹事 村田 勝俊 
クラブ会報・広報委員会 木村 洋一・桑原 志郎・松島 宏明・大友 一之 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

第２７９８回例会 
(１１月２１日(月)第３例会) 

１２月５日号 

第 2798 回･第 2799回合同掲載 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１． 点 鐘                                                                                      

２． ロータリーソング斉唱 

３． 来訪者紹介 

４． 会長の時間 

５． 幹事報告 

６． 委員会報告 

 

 

７． 卓 話  

 「ポリオプラス」について 

地区 GSE・学友会・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会委員長山﨑一順君 

「未来の夢計画」について 
地区補助金・奨学金・年次寄付恒久基金委員会委員 

 川村 隆君 

８． 点 鐘 

 

     

会長の時間 

《報 告》 

・11/14 地区大会打合せ(ｶﾞﾊﾞﾅｰｴﾚｸﾄ事務所) 

・11/15 家族会役員会 ﾌｧﾝﾍﾞｯｸ･ﾏｻﾐ  15 名参加 

・11/16 会員増強委員会家庭集会 友奴 

・11/19 桐生西 RC 創立 40 周年記念式典 

 

《予 定》 

・11/24 桐生第一高等学校ＩＡＣ表敬訪問 

・次回例会 11/28(月)観音院 12 時 30 分点鐘 

・11/28(月)桐生５ＲＣ会長幹事会 うおせん 

 

幹事報告 

・国際ロータリーよりロータリーレートのご案内です。 

 12 月は、1＄＝78 円です。 

・日本てんかん協会より「からっかぜ」が届いてます。 

・桐生西、桐生中央の各ＲＣより週報到着。 

・次週 28 日(月)例会は、観音院にて 12 時 30 分点鐘 

 です。尚、12 月 5 日(月)例会は、年次総会です。 

 

委員会報告 
出席委員会 

本日の出席(平成 23 年 11 月 21 日) 

総員 66 名：出席 38 名 

平成 23 年 11 月 7 日例会修正出席率：86.89％ 

 

ニコニコボックス 

山﨑一順君…妻が総務大臣表彰を受けましたので／

山﨑一順君、川村隆君･･･卓話をさせて頂きます／吉

尾憲明君…福岡ソフトバンク日本一おめでとうございま

す／日野昇君…誕生祝／佐藤富三君、阿部高久君、

疋田博之君、舘盛治君、牛膓章君、養田隆君、山口正

夫君、吉田栄佐君、高橋昇君、岸田信克君、野間義弘

君、森末廣君、吉野雅比古君、川村隆君、村田勝俊君、

大友一之君、竹内靖博君、桑原志郎君、山上達也君、

水越稔幸君、久保田寿栄君、吉尾憲明君…写真を戴き

ました。 

 

卓   話 

 

 

 

 

 

 
 

ポリオ・プラス  1 人当り 24 ドル拠出について 

ポリオ・プラスとは 

・はしか・ジフテリア・破傷風・百日咳・結 核 

ポリオ(小児マヒ) 

・神経中枢が侵されることによって起こる小児の運動マヒ 

・ポリオ・ウイルスの経口的感染症、脊髄灰白質の神経

細胞が侵される。 

・５才以下の小児に多く突然の高熱後、上下肢などに弛

緩制麻痺を発する。 

♦予防には不活性ワクチン接種 

弱毒性ワクチン経口投与を行う 

 

「ポリオプラス」について 

地区ＧＳＥ・学友会・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ委員会 

委員長 山﨑 一順 君 



 
 

ポリオ撲滅計画 

1985 年２月ロータリー創立８０周年に当って 

国際ロータリーは、ポリオ・プラス計画を発表 

日本国内では、募金総額４０億円を最終目標として１９８

６年７月から、日本ポリオ・プラス委員会により５年計画

のポリオ・プラスの募金キャンペーンが開始された。 

１９８６年７月から１９９１年６月までの５年間で目標額をは

るかに超える約４９億円の寄付金を集めた。その後もポ

リオの為の資金援助を続けていますが、それに並行し

て世界各地で実施されているポリオワクチン一斉投与

にも何度も参加しています。 

 
ポリオ撲滅の進捗状況 

1985 年ポリオ・プラス・プログラムを開始して以来、ポリ

オの症例数は、99 パーセント減り、ポリオ常在国の数は

125 ヶ国余りから 4 ヶ国(2006 年末)にまで激減させること

が出来たと 2005 年 6 月に開催されたロータリー100 周

年を祝う、シカゴ国際大会で発表された。 

残り４ヶ国とは 

インド→人口が多い為外部からの 

       さらなる資金援助を必要としている 

アフガニスタン→内戦の悪化 

パキスタン→政情不安、国境を接しているアフガニスタ

ンからウイルスが流入する恐れ                             

ナイジェリア→北部の州でワクチン投与が妨害予定が  

            大幅に遅れている 

 

ポリオ撲滅にさらなる資金が必要な理由 

ポリオ常在国、リスクの高い国、ウイルス流入国における

補助的な予防接種の実施回数を追加する。 

インドを例に挙げると、地域によってはほとんど毎月予

防接種活動が実施されており、１回ごとに何千万人もの

子供たちを対象としている。ロータリー会員の並々なら

ぬ努力がポリオ撲滅にあと一歩というところまで来る過

程で極めて重要な役割を果たしました。ポリオの撲滅は

公共保健の分野において、歴史上最も重要な偉業とな

るでしょう。この目標を果たすために私たちは全力を投

入しています。 

ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団 

ビル・ゲイツ  ２００７年の規定審議会でポリオ撲滅を 

ＲＩの最優先目標 

↓ 

２００８年より３ヶ年で「１億ドルのチャレンジ」 

２００９年１月２２日国際協議会本会議においてビル・ゲ

イツ氏は「撲滅という目標に私自身が深くかかわれる事

になったのは、撲滅を目指して努力を傾けるロータリー

のひたむきな姿に深い感動を覚えた事が大きな理由で

す」 

↓ 

新たに２億５千５００万ドルの補助金の提供 

↓ 

これを受け国際ロータリーは 

「ロータリー２億ドルチャレンジ」 

 

 

ロータリークラブとロータリアンに求められる支援 

世界中のロータリークラブに今後３年間 

↓ 

２００８年より毎年１０００ドルを目標 

２０１２年６月までに５億５千５００万ドルを調達 

 

２８４０地区では 

４７クラブ × １０００ ＝ ４７０００ドル 

４７０００  ÷ ２０００ ＝ ２３．５ドル→２４ドル 

松倉年度  （２００８‐０９） ＄２８，０１４.００ 

牛久保年度（２００９‐１０）  ＄９４，０００.００ 

福田年度 （２０１０-１１）  ＄４７，０００.００ 

安藤年度 （２０１１-１２）       ＄０.００ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2億ドルチャレンジ)
2007年12月1日～
　　2011年1月30日

2840 0.00 3,048.78 3,048.78
安中 0.00 672.00 1,225.61
藤岡 24.00 1,176.00 1,636.00

藤岡北 0.00 0.00 938.17
藤岡南 24.00 384.00 584.00
群馬境 0.00 0.00 0.00
伊勢崎 360.00 1,776.00 2,351.00

伊勢崎中央 0.00 1,560.00 2,220.00
伊勢崎東 0.00 0.00 0.00
伊勢崎南 0.00 0.00 0.00

桐生 0.00 0.00 0.00
桐生赤城 0.00 0.00 520.00
桐生中央 0.00 0.00 240.00
桐生南 0.00 648.00 2,232.00
桐生西 169.00 1,420.00 2,756.00
草津 0.00 0.00 260.00
前橋 0.00 2,568.00 4,266.00

前橋中央 0.00 0.00 386.36
前橋東 0.00 1,536.00 2,146.00
前橋北 0.00 0.00 480.00
前橋南 0.00 0.00 330.00
前橋西 0.00 1,392.00 1,962.00
水上 0.00 0.00 81.63

中之条 0.00 600.00 830.00
新田 0.00 0.00 240.00
沼田 0.00 2,368.00 4,109.42

沼田中央 0.00 0.00 520.00
大泉 0.00 792.00 1,312.00
太田 0.00 1,680.00 2,616.00

太田中央 504.00 504.00 944.00
太田南 0.00 0.00 450.00
太田西 0.00 0.00 250.00
渋川 1,440.00 1,440.00 2,110.00

渋川みどり 0.00 0.00 360.00
高崎 0.00 1,608.00 3,288.00

高崎セントラル 0.00 768.00 1,632.00
高崎東 0.00 1,219.51 5,116.80
高崎北 0.00 365.85 1,925.85

高崎シンフォニー 0.00 0.00 0.00
高崎南 0.00 1,104.00 1,497.62
館林 682.93 1,183.86 2,503.86

館林東 600.00 600.00 1,272.00
館林ミレニアム 0.00 552.00 1,224.00

館林西 0.00 0.00 583.33
富岡 0.00 0.00 500.00

富岡中央 0.00 0.00 408.16
富岡かぶら 0.00 723.74 1,033.74
碓井安中 0.00 336.00 648.00

合　　計 3,803.93 32,025.74 63,038.33

2011年1月1日～
　2011年6月30日

2010年7月1日～
　2011年6月30日

R　C



 
 

 

 

２００８年７月１日～２０１１年６月３０日 

ＤＤＦより          ＄１６９，０１４.００ 

クラブと個人          ＄６３，０３８.３３ 

合計             ＄２３２，０５２.３３ 

松倉年度(２００８-２００９)   ２４ドル 

   ＤＤＦ１４ドル、個 人 １０ドル 

牛久保年度(２００９-２０１０) ４８ドル  (ＤＤＦより拠出) 

福田年度(２０１０-２０１１)  ２４ドル 

安藤年度(２０１１-２０１２)  ２４ドル 

(２００００ドル ＤＤＦより) 

 

 

現在の状況    １億７４７０万ドル 

５月３１日現在経口ポリオ・ワクチンの生みの親である故 

アルバート・セーピン博士は、かつてロータリアンに

「1985 年のポリオ・プラスを開始していなければ、ロータ

リー創立 100 周年の 2005 年にはポリオ患者が 800 万人

に増加しており、おそらくその期間中に 80 万人がポリオ 

で死亡していたことでしょう」と語っております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「約束を守ろう、ポリオをなくそう」 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

ロータリー財団「未来の夢計画」について 

ロータリー財団の標語：世界でよいことをしよう 

ロータリー財団の使命：ロータリアンが、健康状態を改

善し、教育への支援を高め、貧困を救済することを通じ

て、世界理解、親善、平和を達成できるようにすることで

ある。 (ロータリー財団章典１０５０) 

※未来の夢計画の目的 

1.財団の使命に沿ってプログラムと運営を簡素化する。 

2.ロータリアンが関心を寄せている世界の優先的ニーズ

に取り組むことによって、最大の成果が期待できるロ

ータリアンの奉仕活動に焦点を絞る。 

3.世界的目標と地元の目標の両方を果たすための資金

を提供する。 

4.意思決定権をさらに地区とクラブに移行することによっ

て、地区レベルとクラブレベルで、ロータリー財団が自

分たちのものであるという自覚を高める。 

5.ロータリー財団の活動に対する理解を深め、ロータリ

ーの公共イメージを高める。 

 

※計画作成に当たっての重点分野(6 つ) 

1. 平和と紛争予防/紛争解決 

2. 疾病予防と治療 

3. 水と衛生設備 

4. 母子の健康 

5. 基本的教育と識字率向上 

6. 経済と地域社会の発展 

 

◎ ２０１７年ビジョン   第一級の財団 

ポリオ撲滅 

上位５０位に入る財団 

重大な問題において権威ある機関との協力関係 

恒久基金 : ７～ ８億ドル 

年次プログラム基金 : 年間１．５億ドル 

 

年 次 寄 付 １００ ドル 

↓                    ↓ 

DDF ５０ドル            WF５0 ドル 

↓  ↓  ↓         ＷＦよりのｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金  
新地区補助金   ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金 寄贈   (ＤＤＦ1 に対しＷＦ１、 

最大ＤＤＦの50％ 残りのＤＤＦ         現金1 に対してＷＦ0.5） 

                ⇓ 

承認された人道的プロジェクト 

 

 

「未来の夢計画」について 
地区補助金・奨学金 

年次寄付恒久基金委員会 

委員 川村 隆 君 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第２７９９回例会 
(１１月２８日(月)第４例会) 

― 観 音 院 － 
 

１．点 鐘      ６．委員会報告 

２．ロータリーソング斉唱    ７．卓 話 ｢観音院の由来と真言宗｣について  

３．来訪者紹介                             月門 快憲 君 

４．会長の時間     ８．点 鐘 

５．幹事報告     ９．食 事 

 

会長の時間 

今日の例会場は、観音院ですが、初めて本堂へ入り 

ましたが、雰囲気が変わり気分が違います。 

《報 告》 

・11/24 桐生第一高等学校ＩＡＣ表敬訪問 

・11/24 S.A.A 親睦活動委員会家庭集会 

・11/25 地区大会登録・接待部会 

《予 定》 

・11/28 桐生５ＲＣ会長幹事会 うおせん 

・12/5 年次総会 

幹事報告 

・桐生西ＲＣより先日の創立 40 周年記念式典のお礼状 

 が届いております。 

・桐生南、桐生西、桐生中央、桐生赤城、足利の各ＲＣ 

より週報到着。 

・次週 12 月 5 日(月)例会は、年次総会ですので、皆様 

 ご出席よろしくお願い致します。 

・桐生ＲＡＣより 12 月 18 日(日)｢拾う街ッく天国｣と題して 

 桐生市本町 1・2 丁目クリーンツアーを行います。 

 ご案内をＦＡＸ致しますので、ご参加よろしくお願い 

致します。 

 

卓   話 
 

 

 

 

 

 

観音院は、詳しくは「諏訪山観音院能満寺」といい

ます。約 370 年前に建てられ、総本山は奈良県の長

谷寺で真言宗の寺院で、一般には「日限地蔵尊」と

して知られています。境内には、地蔵菩薩を祀る地

蔵堂などがあります。｢手に印を結び、口に真言を唱

え、心に仏を思う｣と仏様になれるということで皆様

と声を出してお経を唱えます。 

 

 

R.I 会長 カルヤン・バネルジー 

国際ロータリー第2840地区 2011-2012年度 国際ロータリーのテーマ 

Reach Within to Embrace Humanity 

善意というものがないなら 
  ロータリークラブは唯の社交クラブだ。 
  職業は金儲けのためでしかなく、 
  社会奉仕というも施しにすぎず、 
  国際奉仕は外交以外の何ものでもない。 

２０１１年 

会長 養田  隆 幹事 村田 勝俊 
クラブ会報・広報委員会 木村 洋一・桑原 志郎・松島 宏明・大友 一之 

パストガバナー 前 原 勝 樹 

【次回例会予告】 
♦12 月 12 日(月) 

「南三陸町集会所建設プロジェクト報告」について     

村田 勝俊 君 

♦食 事    エリゼサンク 

｢観音院と真言宗｣について 

月門 快憲 君 

http://ja.wikipedia.org/wiki/%25E5%259C%25B0%25E8%2594%25B5%25E8%258F%25A9%25E8%2596%25A9

