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★司会　松下  和喜 SAA
点鐘　山﨑美津夫 会長★
ロータリーソング「君が代｣「奉仕の理想」★

　ソングリーダー　麦島　建 会員

委 員 会 報 告 

　出　席　報　告 南 一朗 出席委員長

ビ ジ タ ー 紹  介
〇ありません

〇ありません

〇お誕生会　伊藤恒満親睦活動委員長

　　1月：南会員・小山会員・茶谷会員

　　2月：御幡会員・髙橋会員・松中会員

　　3月：飯坂会員・西尾会員・佐藤会員・中條会員

　　4月：河口会員・本間会員

1.例会変更のお知らせ
2.11.オンラインＲＬＩﾊﾟｰﾄ３開催のご案内
　日時：4/18（日）9：00～17：00

◎4月　8日（木）　会員卓話　野口 四郎 会員

◎4月15日（木）　会員卓話　瀧口 幹子 会員

◎4月22日（木）　会員卓話　伊藤 恒満 会員

◎4月29日（木）　休会（祝日）
　　　　

　　　　　　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

今 後 の 予 定

齋藤保則 幹事幹　事　報　告

川 崎 マリ ーン  ロ ータ リ  ーク ラ  ブ
例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

　　　 TEL.044-222-4416

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区大島1-26-13-1F

　　　 TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

E-mail :marin-rc@eagle.ocn.ne.jp

2020～２1年度 ＲＩテーマ

副会長

御幡幸男

幹事

齋藤保則

会長 

山﨑美津夫

2020-2021年度 RI会長
ボルガー・クナーク

ゲ  ス  ト  紹  介 　山﨑美津夫 会長 

会員数

(備考)

出席率
該当者

出席者 欠席者 出席率
メーク
アップ

ホームクラブ
出席率
修   正

37 33 24 9 72.73

1. Ｒ財団マルチプルポールハリスフェロー表彰
　 　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ﾏﾙﾁﾌﾟﾙPHF+3
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　秦会員・松中会員

2. 地区大会決議案承認手続きご協力のお願い
  通常は地区大会本会議の中で協議・決議・採択を
 行っていましたが、本年度はYouTube配信に より
 全員による決議及びクラブから承認手続きを取らせ
 ていただきますので宜しくお願いいたします。
2.4/25（日）ローターアクト地区交流会のお知らせ
　開催時間：13：30～16：30　Zoomにより開催致します。
　参加申込：無料　
3.3/26（金）会長幹事会ご報告

会　長　報　告 山﨑美津夫 会長

〇川崎南ＲＣ

　4/ 6 (火) 夜間例会を通常例会に変更

　4/27(火) 休会（祝日週）

　5/ 4 (火) 休会（祝日）

　5/25(火) 移動例会

〇川崎中央ＲＣ

　4/ 5 (月) お花見例会を通常例会に変更

　5/ 3（月） 休会（祝日）

　5/24(月) 職場訪問（カルッツ川崎・川崎水族館）

　5/31(月) 休会（定款細則により）

〇新川崎ＲＣ

　4/ 7 (水) ７ＲＣ親睦ゴルフ大会

  4/14(水) ⇒28(土)に振替

〇ロータリー米山奨学生

　 ハータムファンさん

　 増田(敏)カウンセラーより

　 米山奨学金を授与しました



本 日 卓 話

本日のニコニコ      35,000円

　　   累計金額    445,000円

ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ

クラブ会報担当：宮本欣淳委員長

本 日 の 卓 話

望月幹仁 副幹事 

◆野口会員

 こんんちは。

◆宮本会員

 あとどれだけ耐えればいいの．．． 

◆河口会員

 3月26日、創立70周年お迎えました。

 私の年と同じです。

◆増田(敏)会員

  3月30日、㈱ツインシステム無事創立30周年を迎える

 ことが出来ました。

 4月より大学生となります。京都芸術大学芸術教養科

 に3年編入出願しました。

 2年で無事卒業出来れば59才で卒業です。

◆南会員

 家内の誕生日のお花有難うございました。

◆麦島会員

  ご無沙汰しております。。

◆秦会員

 あまりに長い間休んだので全ての体感が戸惑って

 今日も11時に着たところ誰もいないので例会日を

 間違えたかと思いました。

◆轟会員

 本日は小生の卓話です。よろしく！！

◆小山会員

 本日は花粉がヒドイ。

 轟ＰＧ本日の卓話、腕組しないように聞かせていた

 だき ますので宜しくお願い致します。

◆鈴木会員

 轟ＰＧ、本日の卓話楽しみにしております。

◆山本会員

 轟さん、今日の卓話楽しみにしております。

◆山﨑会員

 あっという間に4月に入ってしまいました。

 残り3ケ月ですが、皆様宜しくお願いします。

 ファンさん今年初めての例会楽しんで帰ってください。

 轟会員、卓話宜しくお願いします。

　　　　 

　　　　　　　　　　　　　　  

『会員卓話』

　　
 

轟　淳次 会員

　　

 

【野生株によるポリオ症例数】

　掲載サイト： GPEIウェブサイト（英語）

【野生株によるポリオ症例数】

　掲載サイト： GPEIウェブサイト（英語）

寄付総額 世界上位3ヶ国      2021年2月15日現在
アメリカ  ＄ 45,273,710
韓国 　　＄ 14,098,785
日本 　　＄ 12,307,393

寄付総額 世界上位3ヶ国      2021年3月15日現在
アメリカ  ＄ 151,804,456
韓国 　　＄ 15,404,144
日本 　　＄ 12,307,393

【農村でのトイレ設置・衛生教育プロジェクト】

イントラムロス・マニラ・ロータリーク
ラブは、フィリピンで水と衛生のプ
ロジェクトを立ち上げ、実行前に現
地の人びとと親交を深めて賛同を
得ました。また、民族文化、歴史、
社会経済状況、家族構成、生計手段、交通手段などを
含む現地の情報を集め、それらを土台としてプロジェク
トを進めました。FloraとKawayanのコミュニティに25基、
　　　　　　　　　　　バボに3基のトイレを設置しました。
　　　　　　　　　　　ロータリー会員は現地を訪れ、衛生
　　　　　　　　　　　習慣、プロジェクトへの意欲、トイレに
　　　　　　　　　　　対する要望などについて調査しまし
   　　　　　　　　　　　た。

ポリオプラス  

【WHOアフリカ地域の野生型ポリオウイルス根絶：

 認定にいたる道のり】 
2020 年 8 月、世界保健機関（WHO）が、アフリカ

地域での野生型ポリオウイルスの根絶を認定。これは、何百
万人ものロータリー会員、保健従事者、政府関係者、伝統
的指導者、宗教指導者、そして親たちによる数十年に及ぶ
懸命な取り組みの成果といえます。アフリカ全土で推定
75,000 人の子どもが野生型ポリオによってまひを患った 
1996 年以降、保健従事者たちが 90 億服以上の経口ポリ
オワクチンを投与し、180 万人もの野生型ポリオの症例を防
いできました。「みんなが力を寄せ合った」と語るのは、ナイ
ジェリア・ポリオプラス委員会で長期にわたって委員長を務
めたガストン・カバさんです。「ボランティアや町のまとめ役な
ど、大勢の人が動いてくれました。見えないところで地道に
頑張ってくれた人たちが、この快挙を実現へと導いたので
す」ロータリー会員とパートナー団体はこれまで、苦境や挫
折に直面しても、熱意と決意で局面を乗り越えてきました。　　　

■財団室ＮＥＷＳ 3月号　2021.  2.26発行

■財団室ＮＥＷＳ 4月号　2021.  3.26発行

2021年

1⽉1⽇〜

2⽉26⽇

2020 2019 2018

パキスタン 0 84 147 12

アフガニスタン 1 56 29 21

1 140 176 33

常 在 国

世界合計

2021年

1⽉1⽇〜

3⽉23⽇

2020 2019 2018

パキスタン 1 84 147 12

アフガニスタン 1 56 29 21

2 140 176 33

常 在 国

世界合計


