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2019-20年度 第 27回 <通算 567回>       国際ロータリー第 2530 地区 南相馬 RC 
       プログラム▶開会点鐘/国家斉唱「君が代」/ロータリソング「奉仕の理想」/「四つのテスト」唱和/お客

様並びに来訪ロータリアン紹介（第 2530 地区ロータリー財団委員会委員長 早川敬介様 原町中央 RC 

松永雄一様、佐々木英夫様）/会長の時間/誕生祝福／幹事報告/各委員会報告/出席報告/スマイルボック

ス報告/閉会点鐘    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

   

 

 

会長の時間  岡田 義則  

 

 

【ロータリーとゲイツ財団がポリオ根絶資金の上乗せを延長】 
              ※My Rotary(2020.1.22 ニュース記事)抜粋 

 

ロータリーとビル＆メリンダ・ゲイツ財団は、1 月 22 日、ポリオ根絶に年間 1 億 5000 万ドルを投入

するための長期パートナーシップを継続することを発表しました。この提携の下、ロータリーは今後

3 年間、毎年 5000 万ドルを拠出することを目標に掲げ、ゲイツ財団がロータリーの拠出金に対して 2

倍額を上乗せすることとなります。 

サンディエゴ（米国カリフォルニア）で開催中の 2020 年ロータリー国際協議会で流されたビデオメ

ッセージの中で、ビル・ゲイツ氏は、ロータリーとのパートナーシップを継続する必要があると述べ

ました。 

「ポリオ根絶活動において、ゲイツ財団とロータリーとの長年のパートナーシップは不可欠となって

きました」とゲイツ氏。「このため、ロータリーの募金における 2 倍の上乗せを延長することとしま

した」 

さらにゲイツ氏はこう続けました。「ともにポリオ根絶を実現できると信じています」 

この資金は、疾病のサーベイランス（監視活動）、技術支援、予防接種活動の運営支援など、ポリオ

根絶活動に充てられます。 

ロータリーとゲイツ財団のパートナーシップによりこれまで 20 億ドルが生み出されたほか、1985 年

にポリオプラス・プログラムが開始されて以来、ロータリアンはボランティアとしてポリオ根絶活動

に無数の時間を捧げてきました。 

世界からポリオを根絶しない限り、今後 10 年以内に、世界での年間発症数は 20 万件に上ると予想さ

れています。ポリオの常在国はわずか 3 カ国ですが、ポリオの発症がどこかで起きている限り、感染

の危険は世界中の子どもに及ぶことになります。 

endpolio.org/ja からポリオ根絶の情報をご覧いただき、ご支援をお寄せください。 

 

 

【会長のウンチク】 

 
タラの芽はウコギ科のタラノキの新芽の事で、この新芽の部分を山菜として食用とします。ほのかな苦みや、も

っちりとした食感が春を伝える食材として人気があり、山菜の王様とも言われていますが今ではハウス栽培物が

出回り少しありがたみが薄れてしまった気がします。主な有効成分と効用は、カリウムを多く含みナトリウムを

体外に排出する働きがある為、高血圧の方に良いと言われております。また、健胃、強壮、強精作用があるとも

言われています。もちろんマグネシウム、リン、鉄分などのミネラルも多く含んでいます。 

通常は冷蔵保存ですが、長期間保存したい場合は冷凍ができます。その場合、薄めの塩を加えて沸騰させている

湯の中で１分半程度（固めに）茹で、氷水に落としてアクを抜いた後、よく水気を切ってアルミやステンレスの

バットに広げ一気に冷凍します。凍ったものを小分けしてラップなどで包み、保存袋に入れて冷凍しておきま

す。 

更に長期間保存したい場合は塩漬けにすることをお勧めします。 
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ゲスト卓話 「インターアクトについて 」 

第 2530 地区ロータリー財団委員会 委員長  早川 啓介 氏   
 

1985 年 8 月 12 日東京ディズニーランドで遊びその夜フライトして大阪へ行き一泊して新幹線で帰る家族

旅行を企画していました。飛行機のチケットが 1 枚足りず、その日のお昼にキャンセルしました。乗るは

ずの飛行機が墜落事故で 520 人の方々の命が奪われました。その時、私は生き残されたんだと思い、私は

何をしたらよいか考え、次の世代が活躍できる環境を作ることが大切だと決意をし平成７ 年 県教委に総

合型地域スポーツクラブの設立を提言、平成 8 年 県知事・県議会長 ・県議各会派 ・県議各会派 にテレ

クラ等の規制を陳情。平成９年 郡山警察署と「子ども１１０番の家」 郡山警察署と「子ども１１０番の

家」 郡山警察署と「子ども１１０番の家」 を市内小学校区に 設置。この年に、郡山北 RC へ 中学校の

インターシップの受け入れに協力してくれるならという条件付きで入会させていただきました。平成 10 年  

県知事・県議会議長に「有害図書区分販売」を陳情。平成 11 年  文部省に「中学生のインターシップ 文

部省に「中学生のインターシップ 文部省に「中学生のインターシップ （職業体験） 」を提言 」を提言。

今年も 2 月 22 日に中学生のインターシップ （職業体験）発表会が行われ、9 回目をむかいます。ロータ

リーでは、青少年奉仕委員会 ＲＹＬＡ委員長 2012 ― 15 年度 /３年間 ３年間。ロータリー財団委員会 

財団資金管理委員長 財団資金管理委員長 2015 ― 17 年度 /２年間。ロータリー財団委員会 副委員長 副

委員長 副委員長 副委員長 201 7 ― 18 年度 /１年間。現在、ロータリー財団委員会 委員長です。ロー

タリーの使命は、ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、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。ロータリー財団は寄付によってまかなっ

ています。1. 年次基金 2. 恒久基金 3. 使途指定 寄付.４．その他：ロータリーカード 個人 - 利用額

の 0.3% / 法人 - 利用額の 0.5%、 ダイナースカード クラブ・個人 ポリオへ 0.3% が自動的に財団へが

あります。ロータリーの活動には、「寄付金を集める活動(寄付推進ファンドレイジング)」と「寄付金を

使う活動」があります。 「未来の夢計画」は「寄付金を使う活動」を明確にしました。地区は毎年、DDF 

の 50%までを地区補助金として申請できます。この 50％は、3 年前に地区が年次基金に寄付した額(及び

恒久基金への寄付の投資収益)から生じた DDF を基に計算されます。グローバル補助金とは、2 ケ国以上

のクラブ・地区が、6 つの重点分野に関するプロジェクトを共同提唱し、立案実施する長期的な国際プロ

ジェクトに授与されます。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 ④母子と健康 ⑤基

本的教育と識字率向上 ⑥経済と地域社会の発展 2. 地元社会に強いニーズと事業を推進する確固たる組

織があること 3. 持続可能かつ測定可能な成果をもたらす大規模な国際支援プロジェクトであること 4. 

補助金が使い尽くされた後も活動成果が長期的に持続される計画であること 5. ロータリアンと地域社会

の人々の両方が積極的に参加すること 6. 補助金の下限 15,000$ ～ 上限 200,000$ (100,000$以上は、管

理委員会の承認が必要)のプロジェクトであること 7. 現金や DDF の提唱者寄付に WF がマッチングされ、

プロジェクトが実施される。DDF 1 : WF 1 / 現金 1 : WF 0.5 が交付されます。第 2530 地区では、福島

県の浜通り地区は、地震・津波・放射能汚染の複合災害を受けました。地震や津波で全国で２万人以上の

尊い命が失われ、住居や農地をはじめ各種インフラが壊滅

的被害を受けました。また放射能汚染でピーク時は県外避

難者が 16 万人を超えました（福島県公表）。 今も風評被

害で農業経営が立ち行かない農業者も多く、離農・耕作放

棄が進んでいます。このような中、郡山北ロータリークラ

ブは福島大学と連携し、離農・耕作放棄が顕在化した福島

被災地で、菜の花の栽培と搾油により安全・安心な食用油

を生産することで、農業者の営農再開を後押しし、農地の

保全・活用を図るプロジェクトに乗り出しました。このプ

ロジェクトは、ロータリー財団グローバル補助金を活用し、

日本の複数の地区・クラブおよび韓国と台湾とアメリカの

地区・クラブの支援を受けて実現しました。是非、皆さん

もグローバル補助金を利用して下さい。 
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幹 事 報 告  １、第 9 回理事会の報告がありました。  

2、南相馬市国際交流協会より第４、5 回の議事録が届いています。 

 

各委員会報告 １、社会奉仕委員会 佐久間委員長よりゴミ資源回収報奨金の報告がありました。 

 

 

＜＜今週のご寄付 2020 年 2 月 4 日＞＞ 
 

■スマイルボックス報告            出席報告: 会員数 29 名  出席数 11 名  出席率 38％  

氏名 Smile コメント 

青田真 1,000 今日は立春です。春の始まり、心入れ替えてがんばりましょう。 

大内光一 1,000  

大谷和年 1,000 早川委員長、卓話ありがとうございます。 

岡田義則 1,000 来訪ロータリーの皆様、本日はありがとうございます。 

小澤積 1,000 早川委員長、卓話ありがとうございます。 

川崎博祐 1,000 早川様卓話ありがとうございます。 

鶴岡恵子 1,000 早川様、松永様、佐々木様ご来訪ありがとうございます。 

長澤初男 1,000 お祝いありがとうございます。 

野地庄蔵 1,000 早川委員長、ありがとうございます。 

三浦宏美 1,000 財団委員長早川様卓話ありがとうございます。松永様、佐々木様ご来訪ありがと

うございます。 

宮城住夫 1,000  

郡山北 RC 早川啓介 3,000 卓話謝礼をスマイルへ 

原町中央 RC 松永雄一 3,000 MU させて頂きました。 

原町中央 RC 佐々木英夫 1,000 メーキャップ料として 

合計（￥） 18,000 （累計￥398,080） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   HAPPY BIRTHDAY!! 

 

 

 

南相馬ロータリークラブ   
2019-20 年度 会長：岡田 義則 / 幹事：青田 真  例会日：毎火曜日 12:30～13:30   
例会場：ウエディングパーク 原町フローラ  南相馬市原町区高見町 2 丁目 30-6   

事務局 ：南相馬市原町区旭町 3 丁目 11   TEL 0244-26-7633  FAX 0244-26-7634 

HP http://www.minamisoma-rc.org/    E-mail minamisomarc@white.plala.or.jp         Since.2007 

２月の誕生会 

長澤初男会員（2.6） 

樋口利行会員（2.25） 

星 遵一会員（2.28） 

会長からメッセージカードと

プレゼントが贈られました。 

 

相馬農業高校 IACより 

相馬農業高校、郡山女子大学、旧関本小

学校が協力し、東京オリンピックの成果

リレーを彩る「世界最多の折り紙メダル

アート」作成で、ギネス記録を目指しま

す。南相馬 RC の会員の皆様のご協力をお

願いします。 

http://www.minamisoma-rc.org/
mailto:minamisomarc@white.plala.or.jp

