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▲ ソ　ン　グ　「Be A Rotarian」
　　　　　　　　　　　馬場　和代　会員
▲ プログラム　「卓話」
　　　　　　　　　　大門　美智子　会員

次 週 予 告 11月30日（水）本日の例会
▲ ソ　ン　グ　「我等日本のロータリアン
　　の歌」　　　　　田辺　朱希美　会員
▲ プログラム　
　　　　　　　　　　ガバナー公式訪問

11月16日（水）

第885回例会報告 11月9日（水）
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R.I.会長テーマ“こころの中を見つめよう　博愛を広げるために”
REACH WITHIN TO EMBRACE HUMANITY

カルヤン・バネルジー

栗 田 義 博 田 中 哲 三 桑 田 昭 世

会 長 の 時 間
　　　　　　　　　　　会長　栗田　義博

　こよみの“立冬”も過ぎ、いよいよ朝晩
も冷え込んで来ました。新聞ではオリンパ
スの損失隠しが発覚し話題になっている様
です。私は経済オンチなので損失隠しの不
正のことは詳しくわかりませんが、オリン
パスといえば1950年に初めて胃カメラを実
用化した会社ですし、今でも胃カメラのシ
ェアは世界の70％を占めている企業です。
当院では残念ながら“フジノン”の胃カメ
ラを使用していますが、これはオリンパス
が高価で値引きが少ないからです。
　さて胃カメラ＝胃内視鏡の原理は御存知
でしたか？　先端に今で言う“カメラ”が
ついているわけではありません。これはグ
ラスファイバーを束ねた構造になっていま
す。１つのファイバーの先に赤があれば、
そのファイバーがどれだけ曲がっていよう
と反対側も赤が見え、他のファイバーの先
に青があれば、その先では青が見えます。
これを細かく細かくしていくと、ファイバ
ーの束の先にある“もの”がどれだけ曲が
りくねってもその“もの”がこちら側で見
えるわけです。
　現代の医学ではこの胃カメラをはじめレ
ントゲン、CT、MRI、血液検査と科学の進
歩とともに診断技術が向上し、使う側の私
達はその原理を知らないまま使っているも
のがたくさんありますが、これは現代の社

プ ロ グ ラ ム

会すべてにあてはまることですね。テレビ、
ラジオから車にいたるまで原理は知らなく
ても使い方を知れば良いのでしょうね。で
すが原理を知れば尚おもしろくなるものも
多いと思います。その原理をとくのが“科
学”です。すべてを知る必要はないのでし
ょうが、少し掘り下げて科学をつまんでみ
るのもおもしろいのではないでしょうか？

『ロータリー財団委員会プログラム』
　　　ロータリー財団委員長　中迫　陽治
　みなさん、こんばんは！
１．ロータリーの誕生
　1905年２月23日、シカゴにおいて青年弁
護士ポール・ハリスと３人の仲間により結
成された。
　それからは志を同じくするクラブが、つ
ぎつぎ各地に生まれ、国境を越えて、今で
は世界162ヵ国の地域に広がり、2010年６
月30日現在、クラブ数34,103、会員総数
1,227,563人に達している。
　そして、これら世界中のクラブの連合体
を国際ロータリーと称している。
２．ロータリー財団の誕生
　ロータリー財団は、1917年、米国ジョー
ジア州アトランタで開催された国際大会に
おいて、アーチ・クランフが「全世界的な
規模で慈善・教育・その他社会奉仕の分野
でよりよきことをするために基金をつくろ
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う」と提案したことに始まり、1928年国際
大会でロータリー財団と名づけられ、1931
年に信託組織となり、1983年に米国イリノ
イ州法の下に、非営利団体法人となった。
　ロータリー財団を構成する法人会員は国
際ロータリーのみであり、ロータリー財団
の正式名称は、「国際ロータリーのロータリ
ー財団」である。
　国際ロータリーと法的に組織は違っても、
その目的・使命・活動は両者共に一体のも
のである。
３．ロータリー財団への寄付
　2008年－2009年度　総額
　（内訳は以下のとおり）
　年次プログラム基金
　恒久基金
　ポリオ・プラス基金
　その他の基金
　2009－10年度（仮集計）総額

４．プログラム補助金と経費の総額
　2008年－2009年度　補助金・奨学金およ
　び経費の総額
　（内訳は以下のとおり）
　人道的補助金プログラム
　教育的プログラム
　ポリオ・プラス・プログラム
　　以下省略
５．ポリオの撲滅
　国際ロータリーの最新情報の一つとして、
「ポリオ撲滅を国際ロータリーの最優先目標
とすること」と2007年規定審議会で決めら
れており、さらに2010－13年度の新RI長期
計画においても、「ポリオの撲滅」が重点項
目の一つに上っている。
６．まとめとお願い
　非営利法人「国際ロータリーのロータリ
ー財団」の使命は、ロータリアンが、健康
状態の改善、教育への支援、貧困の緩和を
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。
　そのために既に各クラブは、一人当り年
間100ドル以上の寄付をロータリー財団に行
なっており、当然当クラブも参加し、各会
員は年会費に年度の前半・後半の２回に分
けて、50ドルずつ払い込んでいる。
　しかし、プログラム補助金と経費の総額

は、前述のように、人道的補助金プログラ
ムや、教育的プログラムに比較し、ポリオ・
プラス・プログラムは遥かに高額である。
　このポリオ・プラス・プログラムは、国
際ロータリーとロータリー財団が一体とな
って取組むプログラムで、ポリオの撲滅を
目標とするロータリーで、最も有名なプロ
グラムである。
　ガバナー月信のJULY2011 No.1に、「ポリ
オ・プラス２億ドルチャレンジ最終年、会員
一人50米ドルの寄付」と特記されている。
　これは「ロータリーの２億ドルのチャレ
ンジ・2008－12年」の最後の機会であり、第
2680地区の多くのクラブが協力しており、
したがって宝塚中ロータリークラブもぜひ
参加したい。
　一年間の分担金が一人当り約4,000円であ
るので、会員の皆様全員のご協力をお願い
したい。
　なお、ロータリー財団は2013－14年度か
ら「未来の夢計画」を採用することとなり、
今までの財団のプログラムが大きく変更に
なる。したがって、今回のご協力のお願い
は、従来のプログラムに準拠して行なった。
　以上よろしくお願い申し上げます。

細川　洋一　君…休んでばかりですみませ
　ん。
川添　裕照　君…先月、大阪太閤園の大阪
　城北ロータリークラブへ初めてメーキャ
　ップに行きました。食事がわりとよかっ
　たです。
草野　　旦　君…長い間、欠席をしました。
　留守中、SAAを代っていただいた古川さ
　ん、吉田さん、ありがとうございました。
　皆様、寒くなってきました。お風邪など
　めされませんように…。
中迫　陽治　君…ロータリー財団委員会の
　プログラムが、成功しますように。ニコ
　ニコニコ…

　　本日合計　　　　　　15,000円
　　本日までの累計　　424,050円
　　　　　　　　　（前田　正明　記）

ニ コ ニ コ 箱

22,380万ドル

9,930万ドル
1,160万ドル
10,970万ドル
320万ドル

26,841万ドル

18,780万ドル

3,820万ドル
2,200万ドル
8,780万ドル



●３ ●

◆本日のソング
　「われらの生業」
　　　　　　　　　　　桑田　昭世　会員
◆出席報告

◆幹事報告
　　　　　　　　　　　幹事　田中　哲三
・米山記念奨学会第一回米山功労者 栗田会
　長に感謝状が届いています。
・篠山RC主催“秋の桜祭り（桜保存プロジ
　ェクト）”11月13日（日）の案内が来ていま
　す。
・16日ガバナー訪問日、ガバナーの時間25
　分確保のため、リフレッシュ体操他例会
　運営要領よくお願いします。
・タイ洪水被害義援金Box　今回で終了し、
　送金します。協力宜しくお願いします。
・13日（日）バスツアー　8時20分宝塚ホテ
　ル前集合です。

◆スポット
「ご報告」
　　　　　　　　　　　小山　一子　会員
　東日本大震災被災地・岩手県大船渡市に
チューリップの球根3 , 0 0 0個とプランター
1,000基を贈る会があいあいパークで行わ
れ、11月３日（木）同パークでの出発式に当
クラブ会長栗田義博、
阪上栄樹会員、谷口敏
彦会員が出席されまし
た（前号3頁写真参照）。
11月４日（金）毎日新聞
朝刊に写真と記事が
大きく掲載されていま
すので、回覧いたしま
す。お疲れ様でござい
ました。

▶9日例会後開かれた
指名委員会で、会長ノ
ミニーに大西会員、次

期幹事に槇野会員が推挙されました。

メイキャップ出席免除者会員数 算　定 本　日 出席率

前々回
10月26日

本　日 33

33

3

3

30

30

25

25 3

83.33

93.33

ホームページ
http://www.tknakarc.com

事務所 FAX番号　0797ー83ー1110
事務所 Eーメール　tknaka＠tknakarc.com

ひとくち

　テレビの見方が根本的に変わりそうです。
東芝などが地デジの全番組を全時間録画す
るレコーダーを発売します。数日間にわた
ってすべての番組を録画するため、見たい
番組を見逃すという事が無くなるわけです。
特定の番組を予約して録画するということ
も必要なくなります。コマーシャルも飛ば
し見することになるので、広告業界にとっ
ては脅威になりますね。

▲
11月3日（木）大船渡市へ寄贈する球根・
プランタン・用土等の出発式の記事が
毎日新聞阪神版に掲載されました

▲11月13日（日）第３回バス旅行。
　「西洋膳所おくむら」にて比叡山を背景に。
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