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◆今週の例会プログラム◆
2018 年 10 月 4 日（木）第 2392 回例会
卓話 米山奨学生 趙 雨桐様
担当：米山奨学委員長 山下恵司会員

◆次週の例会◆
2018 年 10 月 11 日（木）第 2393 回例会
卓話：青敬祐会員

◇ロータリーソング◇
奉仕の理想

◆出席報告 2018 年 9 月 27 日（第 2391）回例会）◆
会員数：30 名 出席者：15 名 出席率 60.00％
前々前回
2018 年 8 月 30 日
84.62％

◆会長の時間

会長 片山 秀樹

皆様こんばんは。今回はメイクアップについて触れ

達成できます。皆様もメイクアップを楽しみながら
100%出席を目指してはいかがでしょうか。

たいと思います。
私が 6 年前に入会するにあたり先輩会員より欠席し
た時にはメイクアップをしておくようにと教えら

◆幹事報告◆

れ今も続けています。会員の例会への出席について

・地区大会登録について

は義務になっています(定款 12 条)。他クラブを訪
問することによるメイクアップは負担になること
もありますが、方法は他にも沢山あることを知らな
い会員が多いようです。例を示しますが詳しくは定

幹事 林 たかみ

・10 月の例会プログラムについて
・会費納入について
・例会出欠連絡について
欠席の場合は、前日の正午までに事務局に連絡してく
ださい。

款をご覧ください。
・他のロータリークラブの例会
・ロータリーの親睦活動
・ロータリー地区大会、ロータリー地区研修・協議
会
・地区ガバナーの指示の下に開催された地区委員会
・理事会承認のクラブの奉仕プロジェクト
・クラブが提唱した地域社会の行事や会合
・理事会の会合
・理事会が承認した場合、奉仕委員会の会合
私はメイクアップを負担と考えず、むしろロータリ
アンとしての楽しみとして今までに 50 クラブ以上
を訪問してきました。ロータリーバッチを付けてい
るだけで次のような貴重な経験をすることが出来
ます。

第 1 回片山会長杯ゴルフコンペ
優勝：庄司修二会員

・地元の名士との会話

おめでとうございます！

・思わぬ出会い
・他クラブの運営方法、悩み
メイクアップを利用すれば 100%出席は案外簡単に

１、真実かどうか

4 つのテスト 言行はこれに照らしてから
２、みんなに公平か
３、好意と友情を深めるか

４、みんなのためになるかどうか
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◆SAA 報告◆
ニコニコ箱
黄堂泰昌会員：庄司会員、コンペ優勝おめでとうござ
います。
前田建司会員：西宮委員長、卓話宜しくお願いいたし
ます。
西脇悟会員：西宮会員、卓話よろしく！！
芝野弘三郎会員：西宮会員、卓話よろしく！！
庄司修二会員：会長杯ゴルフコンペ久しぶりに優勝し
ました。
岡内重信会員、青敬祐会員、木村知也会員、三上智子
会員、河野優作会員、
米山奨学会
片山秀樹会員：西宮さん卓話よろしくお願いします。
上島一彦会員：山根さん、コンサートお疲れ様でした。
川端崇且会員：西宮会員卓話よろしく
黄堂泰昌会員、前田建司会員、木村知也会員、河野優
作会員、芝野弘三郎会員、庄司修二会員
ロータリー財団
西宮富夫会員：今日の卓話よろしく
上島一彦会員、黄堂泰昌会員、林たかみ会員、前田建
司会員、木村知也会員、西脇悟会員、芝野弘三郎会員、
庄司修二会員
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10 に強力な役割を持っていることを示している。
11 決議 17R-23 によると、グローバル補助金による
水プロジェクトは多いとのことである
12 が、これに加えて、ロータリアンがポリオプラス
の寄付に取り組んだように、「水と衛
13 生」に関わる特別プログラムの寄付に取り組むな
らば、国連の 2030 アジェンダの目標
14 6 の達成に協力できると考える。
15 よって、国際ロータリー理事会に、国際ロータリ
ーの決議により、ポリオ撲滅後は決議
16 07-71 の実施を検討するよう要請する。
（本文終わり）
趣旨および効果
17 数年前からポリオ症例数が少なくなっているが、
同時にポリオ特別プログラムに対す
18 る寄付のモチベーションも低下していくと考え
る。
19 しかし、「水と衛生」をポリオ撲滅後の新しい特
別プログラムとするならば、国連の

◆卓話◆
ポリオ撲滅後の「水と衛生」に関する決議案について
（2018-19 年度国際奉仕委員会方針）
国際奉仕委員長 西宮富夫

20 2030 アジェンダの目標 6 に協力することになり、
寄付のモチベーションは低下しな
21 いと考える。
財務上の影響
22 本決議案は、財務的影響をロータリー財団に与え

1.決議案の提案

ると思われるが、現時点でその影響

ポリオ撲滅後は、RI 理事会が決議 07-71 を実施する
ことを検討するよう要請する件
1

23 を特定できない。

2007 年規定審議会で採決された決議 07-71 は
「ポ
リオ撲滅後、きれいな水と公衆衛生

2.決議案の提出依頼・呼び掛け

に関するプログラムを実施することを検討する

私は、会員の同意を得て、所属する 2660 地区に決議

ように、RI 理事会に要請する-----RI 理

案を提出したいと考えています。その後、地区で承認

3

事会に付託する」というものである。

を得て、2019 年 6 月 30 日までに RI へ送ることを考

4

2015 年 9 月 25 日国連総会で採択された「持続可

えていますが、途中でどうなるかわからない。そこで、

能な開発目標（SDGs）のための 2030

「水と衛生」に関心が高いと思われる「貴クラブ」
（複

アジェンダ」の目標 6 は「すべての人々の水と衛

数予定）が、もし上記決議案に賛成なら、所属する地

生の利用可能性と持続可能な管理を

区で地区承認を得て、2019 年 6 月 30 日までに RI 決

6

確保する」というものである。

議審議会へ決議案を送ることを依頼したいのです。

7

ユニセフと WHO は、世界の「水と衛生」を共同

また、私は My Rotary のフォーラムで、
「ポリオ撲滅

監視するプログラムを立ち上げ、SDGs

後、決議 07-71 の実施を RI 理事会に検討するよう要

に基づく最初の報告書として、2017 年 7 月に

請する件」をフォーラム参加者に呼び掛けたいと考え

「Progress on Drinking Water, Sanitation

ています。

2

5

8
9

and Hygiene 2017」を発表した。このレポートは、
共同監視プログムが目標 6 の達成
事務局執務時間：月・水・金 10：00～15：00、

木

14：00～21：00、

火・土・日・祝

休
○

