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10 月 24 日は「世界ポリオデー」
今こそ、ポリオ根絶のために行動を起こすときです。 ロータリー会員やサポー
ターとして、世界の子どもたちをポリオから守るためのキャンペーンを成功へと導
きましょう。
＜以下の方法でご支援ください＞
▪ 世界ポリオデーの特別プログラムを ロータリーのフェイスブックページ また
は endpolio.org で視聴して最新情報を学び、動画をシェアする。
▪ ポリオ根絶支援サイト（endpolio.org/ja）で、自らが撮影したポリオ根絶のため
の写真を アップロード するか、#MyEndPolio のハッシュタグをつけてソーシャ
ルメディアで発信する。
▪ WHO のテドロス・アダノム・ゲブレイェソス事務局長からロータリー会員へ
の ビデオメッセージ を視聴して、シェアする 。
▪
ロータリーの ポリオプラス基金 に寄付する。ポリオプラスへのご寄付には、
ゲイツ財団から 2 倍額の資金が上乗せされます。
ロータリー地区は DDF（地区財団活動資金）を寄贈 することで、ポリオ根絶活動
のファンドレイジング目標（毎年 5,000 万ドル）の達成に貢献できます。
より多くの人にポリオ根絶活動に参加してもらえるよう、認識向上の取り組みに
もご協力ください。

【トレインジャック２０２１が開催されました】

【ともにポリオ根絶活動をアピールしましょう】
2021 年 10 月 18 日(月)～24 日(日)の 1 週間、JR 東日本の全ての女性専用車（京浜
東北線・根岸線、埼京線、りんかい線、常磐線各駅停車、つくばエクスプレス、中央
線快速、中央総武線各駅停車、青梅線、五日市線）及び南部線、横浜線の 1 編成の
中刷り広告を「END POLIO NOW」でジャックしました。

3 ページ

第１地域 RRFC 便り 11 月号

【地区の「ロータリー奉仕デー」が予期せぬ展開に】

寄稿者：新井和雄
国際ロータリー
第 2820 地区ガバナー
(下館ロータリークラブ)

2021 年 9 月 12 日、国際ロータリー第 2820 地区（茨城県）の呼びかけに、世界各地のロータリークラブ
が呼応し、それぞれの国のそれぞれの地区で市民と共に、海岸や河川や湖沼を綺麗にするプロジェク
トを行いました。グローバルな「ロータリー奉仕デー」
地球環境の危機
私たちの生活を支える社会経済システムは、近代化が進み人間社会は成熟し安定しているように見え
ます。しかしながら、発展途上の国では開発を急ぎ、先進国ではさらに便利な生活を求め、拡大し続け
る人間活動は、自然界へ過大な負荷を与えています。たとえば産業革命以降、人間社会が排出してき
た温室効果ガスが気候変動を誘引し、世界各地で 10 年に 1 度、あるいは 50 年に 1 度といわれる大
災害が毎年のように発生するようになりました。さらに、プラスチックごみによる海洋汚染は、生物多様
性の損失や食物連鎖による健康被害をもたらしています。このように地球環境は危機的に変動してお
り、文明社会の持続可能性を脅かしています。
第 2820 地区の環境保全は“Think Globally, Act Locally”
地域社会に貢献することは、地球環境を改善する効果があります。例えば下館ロータリークラブは、遊
水池の周りに植樹した 300 本のロータリー桜や、街道沿いに植樹したサザンカ並木、そして県内各地
の公園に植樹した桜を長年に亘り管理しています。これらの樹木は、年間約 300 トンの CO2 を吸収し
て地球温暖化の抑制に寄与しています。また高萩ロータリークラブは、毎年海岸清掃を行っており、約
1 トンのプラスチックゴミを回収し、太平洋のマイクロプラスチックをはじめとする海洋汚染の抑制に寄
与しています。このように、各地のロータリークラブが行うローカルな活動は、たとえ僅かでもグローバ
ルな環境の保全に効果をあげることができます。

第 2500 地区（北海道）

第 2820 地区（茨城県）
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地区の「ロータリー奉仕デー」が予期せぬ展開に

ロータリー奉仕デー

本年 1 月に、第 2820 地区は「ロータリー奉仕デー」として地区内 55 クラブが参加し茨城県
の海岸を清掃するプロジェクトを企画しました。そこで、2021 年 2 月の国協議会に参加した
私は、まず日本の同期ガバナーに第 2820 地区ロータリー奉仕デーの計画を紹介し、「皆さ
んも一緒にやりませんか？」とお誘いしたところ、多くの同期ガバナーが賛同してくれまし
た。勢い余って、世界各地の同期のガバナーにも問いかけたところ、多くの国の同期ガバナ
ーの賛同を得ることができました。そして、9 月 12 日にグローバルな「ロータリー奉仕デー」
として、世界各地のロータリークラブが、市民と共に、それぞれの国の、それぞれの地区で、
海岸や河川や湖沼の清掃活動を行うことになり、最終的に 245 団体（地区・クラブ・RC ファ
ミリー・各種団体・個人）から 3 万 2 千 857 人の参加登録がありました。
今回、世界各国から 3 万人を超える参加者が、海岸・河川・湖沼の清掃を行い、直接的に
地球環境を改善する効果をあげました。しかし、このプロジェクトの大きな目標はもっと先に
あります。それは、ゴミを拾った一人ひとりが「なぜ、このゴミはここに来てしまったのか」そ
れぞれに考えてもらい、少しでも地球環境問題に意識を傾けていただき、日常生活の行動
に小さな変化をもたらすことです。その一人ひとりの行動変容は、どのような高度な技術開
発より地球環境保全へ貢献する効果があるものと信じています。
ロータリーが環境の保全に取り組むことの意義
地球環境問題の中心にある大気や海洋はグローバルに繋がっています。言い換えれば国
境を越える問題であり、国家の安全保障としては取り組みにくい問題です。他方グローバル
ガバナンスで行動するロータリーはポリオ根絶への貢献が示すように、地球全体を見渡しな
がら人間の安全保障に取り組むことができます。そして、時に経営と環境問題の拮抗関係
が取りざたされますが、会員の多くが経営者であるロータリーは、7 つ目の重点分野に環境
を採択し活動を始めました。これは、社会のリーダーたちが環境問題に正面から取り組まな
ければ、持続可能な社会経済の発展は不可能なこと、そしてロータリアンが最も力を発揮で
きる分野であることを示しているのだと思います。

第 5890 地区（アメリカ）

第 2232 地区（ウクライナ）

第 3292 地区（ネパール）
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新たな視点
これまでロータリーは、同じ時代に生きる人たちに、教育や医療、そして地域経済への支
援を通じて、ロータリーの援助を必要とする人々の人生を豊にしてきたのだと思います。
他方、今回取り組んだ地球環境問題の被害者は、数十年後か、場合によっては数百年後
に生きる人たちにまで及びます。つまり、ロータリー7 つ目の重点分野「環境」は、未来の
人たちが幸せに生きるための地球環境を損なうことがないように、現世代に生きるロータ
リアンが自分達の行動に責任を持つ活動です。したがって今回の地球環境保全プロジェ
クトは、世代間の公平さという視点がとり入れられています。
この記事はロータリーボイスから転載したものです。新しく重点分野に加わった「環境」が７
つ目の重点分野になったわけですが、新井和夫ガバナーは一早くこのような活動を実施さ
れたリーダーシップに敬意と感謝を申し上げたいと思い第１地域の RRFC 便り 11 月号に
掲載することにいたしました。（羽部記）

【 財団での認証 】
ロータリー財団では、補助金やプログラムの支援者(個人)に感謝の意を表するため、さま
ざまな機会を設けています。 My ROTARY の「寄付者履歴レポート」で、各自の寄付歴と認
証歴を見ることができます。このレポートは E メール(rotarysupportcenter@rotary.org)で取
り寄せも可能です。
個人の認証
ロータリーのリーダーは、各種認証に向けた寄付状況を確認するために、個人やクラブレ
ベルの寄付状況を My ROTARY またはロータリークラブ・セントラルから見ることができま
す。
「財団の友」会員
年 次 基 金 に 毎 年 １００ドル 以上 寄付する方( 個 人 )が「 財団 の 友 」会員 となりま
す。 この寄付は、ポール・ハリス・フェロー、 マルチブル・ポール・ハリス・フェロー、ポール・
ハリス・ソサエティ、メジャードナー、 クラブのバナー認証の対象ともなります。
「クラブバナーレポート」で「財団の友」会員を調べることができます。
ポール・ハリス・フェロー
ポール・ハリス・フェロー( P H F )は 、年次基金、ポリオプラス基金、あるいは財団が承 認 し
た グローバル 補 助 金 へ 、累 積 1,000 ドル以上を寄付した個人に感 謝を表すため(または
認証ポイントを使ってほかの個人を称えるため)の認証です。認証は、認定状と襟ピンの贈呈
をも って行われます。「クラブ認証概要レポート」でポール・ハリス・フェローとなっている会員
を調べることができます。
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
マルチプル・ポール・ハリス・フェロー認証は、最初の 1,000 ドルの後に累積した 寄付 1,000 ド
ルごとに授与されます。認定は、寄付額のレベルに相当する宝石の付いた襟ピンの贈呈をも
って行われ ます。
レベル 範囲*
1. +1 2,000~2,999 ドル
2. +2 3,000~3,999 ドル
3. +3 4,000~4,999 ドル
4. +4 5,000~5,999 ドル
5. +5 6,000~6,999 ドル
6. +6 7,000~7,999 ドル
7. +7 8,000~8,999 ドル
8. +8 9,000~9,999 ドル
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襟ピン サファイア 1 粒 サファイア 2 粒 サファイア 3 粒 サファイア 4 粒 サファイア 5 粒 ルビー1
粒 ルビー2 粒 ルビー3 粒
*認証のために、現金寄付額と認証ポイントを合わせることができます。
ポール・ハリス・ソサエティ
ポール ・ハリス・ソサエティは、年次基金、ポリオプラス基金、あるいは財団が承認した
グローバル補助金へ、毎年度 1,000 ドル以上を寄付する方( 個 人 )を認証するプログラム
です。入会者には紋章型のピンと感謝状が贈られます(このピンは地区ポール・ハリス・ソサエ
ティ・ コーディネーターから入手できます)。 ポール・ハリス・ソサエティ会員は、ポール・ハリス・
ソサエティ・レポートに記載されます。
メジャードナー
寄付の指定条件を問わず、寄付の累計 が 10,000 ドルに達した個人または夫妻 が「メジャー
ドナー」となります。この認 証は、財団認証ポイントによってではな く、寄付額に応じてのみ行
われるものです。メジャードナーは、各レベルに応じた 認証品（クリスタル）と襟ピンを受け取
ることができます（任意）。「メジャード ナー／アーチ・クランフ・ソサエティ／遺贈友の会レポー
ト」で、メジャードナーと なっている会員を調べることができます。
レベル 範囲
1
2
3
4

10,000～24,999 ドル
25,000～49,999 ドル
50,000～99,999 ドル
100,000～249,999 ドル

アーチ・クランフ・ソサエティ
250,000 ドル以上の寄付を行った寄付者は、アー チ・クランフ・ソサエティのメンバーとなりま
す。国際ロータリー世界本部 17 階のアーチ・クランフ・ ギャラリーに肖像写真が飾られ、タッチ
スクリー ン式の案内板で略歴とビデオが紹介されます。また、同様の案内板は、ロータリーの
国際イベントでも展示されます。メンバーには襟ピンとペンダン トと認証状が贈られ、ソサエテ
ィメンバーの特別行事に招待されます。また、特別なソサエティ入会式が催されます。
「メジャードナー／アーチ・クランフ・ソサエティ／遺贈 友の会レポート」で、アーチ・クランフ・ソ
サエティのメンバーを調べるこ とができます。
管理委員会サークル：250,000～499,999 ドル
管理委員長サークル：500,000～999,999 ドル
財団サークル：1,000,000～2,499,999 ドル
管理委員会プラチナサークル：2,500,000～4,999,999 ドル
管理委員長プラチナサークル：5,000,000～9,999,999 ドル
財団プラチナサークル：10,000,000 ドル以上

「感謝状」 ：時に、企業や組織への感謝を示す目的で寄付が行われる場合があります。この場合ポール・ハ
リス・フェローの認証は個人のみを対象としているため、代わりとして企業や組織に感謝状が贈られます。
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【ポリオ根絶チャリティーコンサート開催 第 2510 地区】
「世界ポリオデー」に因んで、ポリオ根絶とコロナ禍で演奏活動が
難しい地元の演奏家を支援すべく「ポリオ根絶チャリティーコン
サート」が 10 月 28 日（木）プレミアホテル TSUBAKI 札幌にて開
催されました。当日は大日向 豊吉ガバナ―をはじめとする地区
内 60 名の会員が参加し、久しぶりの生演奏で感動を共有しまし
た。また、コンサート半ばでは、即興のファンドレージングを盛り上
げる演奏をしながらソリストが各テーブルを廻り、会場の皆様から
の「ポリオ根絶」への募金合計は「181,000 円」となりました。更
に、会場入口ではオクトンさんの御協力によるロータリーグッズ等
の販売も行われ、その売上金の一部は「ポリオ根絶」に寄付され
ることになりました。
演奏家、参加会員が「ポリオ根絶」への思いをより強くした、素晴
らしい時間となりました。
参加頂いた会員皆様、実施に御協力頂きました皆様、本当にあり
がとうございました。（羽部記）
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【糸瓜(へちま)と子規の句】
子規は満３４歳でこの世を去ったのです。これは１８９６年に詠まれた「正岡子規の絶筆」の一
つと言われています有名な作品です。この句を書き上げた瞬間、筆を落として倒れ込んだとい
う逸話も残されています。
「糸瓜咲いて 咳のつまりし 仏かな」
この句は、「薬となる糸瓜が咲いたけれど、痰がつまって仏（死人）となる身には間に合わない
だろう」つまり、薬として植えた糸瓜が咲いたけれど、もはや、自分には間に合わない。と人生
を諦めた（死期を感じ取ったまさに辞世の句とでも言えるに違いない。）
このほかにあと二首あり「正岡子規の絶筆三筆」の一つと言われています。
「痰一斗糸瓜の水も間に合わず」
「をとゝいのへちまの水もとらざりき」
上の二首と合わせて「正岡子規の絶筆三句」と言われています。
このように死に臨んでここまで詠むとはまさに子規でなければと凄いとしか言いようのない俳
人魂のようにも思われますね。
この句に出てくる仏ですが、信仰的な仏ではなく、死人を指して仏という意味に使っている気が
します。
生涯２０万首の句を詠んだ俳人は他に類を見ない天才でもあったと思います。
そうすると矢張りこの句の仏は、お浄土に住まわれる仏なのかと思えてきました。（羽部記）

