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2020～2021 年度 ＲＩ会長  ホルガー・クナーク 

第 2620 地区 アクティングガバナー  志田洪顯 

●会長 橋本佳代子 ●幹事 平野正欣 

●会報 平野茂樹 ●例会日 毎週月曜日 12：30～13：30 

●例会場 
〒434-0023 静岡県浜松市浜北区高薗 381 ビラックス高薗 

℡：053-586-8886 

●事務所 
ビラックス高薗 501 号室 ℡053-587-1212 Fax053-587-0118 

http://www.hamakita-rc.net     E-mall:jimu@hamakita-rc.net 
 

点鐘： 橋本 佳代子 会長 9 月 7 日 出席報告 担当： 藤田 晶保  会員 

Ｒソング： 君が代・奉仕の理想 総会員数 計算会員数 本日出席数 本日欠席数 出席率 

  61 60 53 7 86.9% 

ゲスト： な し 

  

ビジター： な し 
 

  

 

橋本 佳代子 会長 

 リオワクチンを多くの子供たちに届けてまいりまし

た。毎年皆様の会費から財団へ寄付をさせていただい

ております。今年は一人３０ドルです。 

本日はロータリ―財団委員長の渥美さんの卓話です。

財団活動には資金が必要ですので、ポリオプラスのほ

かにも皆様から寄付をしていただいておりますので、

是非今日は、財団についての理解を少しでも深めてい

ただければと思っております。 

 

         平野 正欣 幹事 

来信 

 ・Ｒ財団より地区補助金の現況とお願い 

…松下青少年委員長へ 

 ・ガバナー事務所よりロータリーリーダーシップ研

究会オンライン RLI PART2…橋本会長へ 

例会変更  

・ホワイトボードに掲載 

メールボックス 

・本日卓話資料 

回覧  

・2720地区ガバナー事務所より 

九州豪雨災害支援のお礼 

報告  

・例会終了後、理事役員会を開催致します 

皆様、マイロータリーに登録はお済でしょう

か？登録すると直接国際ロータリーと直接つなが

ることができ、時々配信があります。まだ、され

てない方、やり方が分からない方は IT委員会にご

相談ください。 

８月２６日付で RI国際ロータリー会長のホルガ

ー・クナークさんから配信がありました。読まれ

た方いらっしゃいますでしょうか？日本時間の８

月２６日に、WHOが正式にアフリカ４７か国でのポ

リオ根絶が認定されたとの報告がございました。 

アフリカ最後のポリオ常在国であるナイジェリア

で最後に症例が記録されて４年後に行われたもの

です。あと残すはパキスタンとアフガニスタンの

２国となりました。日本では、ポリオは小児麻痺

と言われ、５歳以下の子供の発症が多かったとの

ことです。私の知る有名人と言えば、第２次世界

大戦中のアメリカの大統領であったルーズベルト

大統領は、３９歳の時に感染し、車いすで執務を

こなしていたとのことです。日本で１９８０年を

最後に根絶をいたしました。ロータリーは１９８

５年にポリオプラスプロジェクトを立ち上げ、ポ 

http://www.hamakita-rc.net/


 

 

＜瀧口悦弘会長ノミニー選考委員長＞    

8/24 次々年度会長選考委員会を開催

し、満場一致で大城正浩会員をノミネートし橋本

会長、平野幹事がお願いにあがり、快

くお引き受け頂き選考委員会、理事役

員会の方々に報告し、承認頂きました

ので皆様にお知らせ致します。今後ご

協力の程、宜しくお願い致します。 

＜入戸野元張会員増強委員長＞ 

9/28 のオープン例会申し込み用紙

に「ランチが付きます」の記載が不備

でした。申込された方にお伝えください。 

＜平野 茂樹会報委員長＞ 

先週３週分の週報をHPにアップし

てラインにて皆様にお伝えさせて頂

きましたが、今後毎週金曜日に定期的

に HP に上げていきます。勿論紙の週

報もご用意させて頂きます。 

＜広報・雑誌委員会 鈴木 隆司＞ 

ロータリーの友 7 月号から連載コミ

ック「ﾎﾟｰﾙ･ﾊﾘｽとﾛｰﾀﾘｰ」目を通して

ください。 

 

 

■本人誕生日 

大冨部光勇会員  73才 

高林 一文会員  73才 

小野 達彦会員  52才 

清水 清博会員  65才 

中西 仁 会員  49才 

中野 和子会員  ？ 才 

鈴木 一生会員  45才      

■結婚記念日 

川島  彰．美英子様ご夫妻（５１年） 

森島 康之．久美子様ご夫妻（２０年） 

 

次回の例会の案内 

 9 月 21日（月）法定休会（敬老の日） 

9 月 28日（月）12：30～●オープン例会 

卓話「MMT 現代貨幣理論について」 

衆議院議員 城内 実 氏  

 

 

担当：財団委員会 

講師：渥美 泰一 会員 

内容：卓話「当クラブの財団事業への取組み」 

1. ロータリー財団について 

1） 財団への寄付（地区目標額） 

・年次基金 ＄150/人 

・恒久基金 ﾍﾞﾈﾌｧｸﾀｰ ＄1,000/ｸﾗﾌﾞ 

・ﾎﾟﾘｵﾌﾟﾗｽ基金 ＄30/人 

2） ・寄附金総額  400億円･･･ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金 

                      ･･･地区補助金 

2. 当ｸﾗﾌﾞにおける財団事業の実績 

1） 地区補助金事業  

・天竜川河川敷クリーン事業 

・美薗中央公園清掃奉仕事業 

グローバル補助金受託の流れ ＜藤原徹会員＞ 

平成 27年 1月 ネパール人 グルン・ビル君 入会 

平成 27年 4月   ネパール大地震発生 

平成 28年 7月 中野国際奉仕委員長から、支援提唱

平成 28年 11月 理事会・パスト会長会で支援決議 

平成 28年 12月  中野委員長・ビル会員、現地調査 

平成 29年 2月   中野和子・金子三記子氏・奥山方広

寺による校舎建設に着手   

平成 29年 3月 外務省に学校建設の支援を陳情  

（城内 実 元外務副大臣経由）  

平成 29 年 7 月  地区、曽根財団委員長他に助言を頂

き、補助金を申請    

平成 29年 11月 現地視察団の派遣、相手国 RCとの共

同事業の締結 

平成 30年 2月 ネパール大使館による、校舎建設契約

の調印式に参加    

平成 30年 10月 グローバル補助金の申請が受理 

平成 30年 12月 日本政府援助の校舎完成落成式にネ

パール大使館と共に参加   

平成 31年 2月 補助金が、ネパール、ヒマラヤン・

ゴルガ RCへ着金、工事開始   

令和 1 年 5 月   記念事業視察として、当クラブ会員

の現地訪問団 13名を派遣    

令和 1年 6月   創立 35周年、記念事業を記念例会に

て報告・発表     

令和 2年 3月 ロータリーインターナショナル財団へ

報告書の送付    



 

 

   

 



 

 

 

   

 


