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本日の行事予定 (2013 年 11 月 15 日) 

第 2947 回例会 

卓話担当：寺田晏章君 

講  師：あかだ屋清七 六代目当主 

             岡田貞雄氏 

演  題：「尾張津島とあかだ くつわ」 

 
先回の記録（例会） 

第 2946 回 ’13年 11 月 8 日（金）晴れ 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 浅井彦治君 

講  師：地区ロータリー財団委員会 

            委員長 鈴木文勝君 

演  題：「ロータリー財団 

未来の夢計画について」 

ストレッチ体操 大河内勝彦君 
ロータリーソング 「我等の生業」 
ソングリーダー 田中正明君 
ゲ ス ト 2013学年度米山奨学生 

マルディアンシャ・マルディス君 
会 員 総 数 68名    10月 19日例会分訂正 
出席免除会員 21名    欠 席 会 員    34名 
本日出席会員  51名    MAKEUP会 員    19名 
本日の出席率 75.0％  訂正出席率   92.98％
超 過 出 席 浅井彦治君、坂井裕君、滝川林一
君、篠田廣君、幅辰雄君、吉田康裕君、八谷潤一
君、三谷栄一君、山本達彦君、山田勝弘君(西尾張
分区合同ゴルフ競技会) 

会長挨拶 

鈴木吉男会長 

今日は地区ロータリー

財団委員長に来ていただ

き、本当にありがとうござ

います。彼は変なヤツでし

て（笑）、小牧ＲＣの会長

もやってるんです。それも

2年続けてやりながら、ロ

ータリー財団の委員長もやっております。私以上

に変なヤツだと思います（笑）。 

5 年前に私が地区識字率向上委員会委員長の時

に、財団の「未来の夢計画」が始まりました。グ

ローバルグラントを第 2760 地区で初めてやった

のが地区識字率向上委員会です。津島ＲＣと台湾

の第 3500 地区新竹南ＲＣと提携でグローバルグ

ラントをやりました。 

2005 年、国際ロータリー100 年の時に、山岳民

族の人々の識字の向上に向けてのグローバル計画

を立てました。6 年間の長期計画で、最終年でし

た。先住民の子どもたちに本の読み聞かせをした

り、絵を描いたり、移動図書館をしてロータリー

のＣＬＥを利用した活動をしました。そんな関係

で 2 回台湾にお邪魔しました。1 回目にお邪魔し

た時は、向こうのガバナー、パストガバナー、新

世代委員長、国際奉仕委員長等スタッフの方 15

名程に集まっていただき、いろいろ説明をしてい

ただきました。その時にグローバルグラントとい

うのは結構難しいものだと感じました。『ロータリ

ーの友』11月号にグローバルグラントを利用した、

タイのチェンマイ県オムコイ郡の非正規教育施設

プロジェクトのことが載っています。 

各ロータリーの会長の任期が 1 年毎であるため、

長期に計画を立て継続してやるのは大変難しいと

思います。今日は夢計画について地区Ｒ財団委員

長からお話があります。これからのロータリーの

いろんな奉仕の中心になっていく、大変有意義な

お話だと思いますから、しっかり最後まで聞いて

いただければ、クラブの事業計画を立てる上で役

に立つと思います。 

 
幹事報告 

寺島淳一幹事 

1. ロータリー財団より鈴木吉男会長と篠田廣直

前会長にマルチプル・ポール・ハリス・フェロ

ーのバッジ、加藤隆朗君と私にポール・ハリス

・フェローの認証状とバッジが届きました。本

日、鈴木文勝(ふみかつ)地区ロータリー財団委員

長がお見えになっていますので、後ほど鈴木委

員長より贈呈していただきます。 
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2. 米山奨学生マルディス

君に出席いただきまし

た。後ほど鈴木吉男会長

より奨学金をお渡しし、

近況報告をしていただ

きます。 

3. 11 月 9 日(土)17：30～

「第 2 回西尾張分区会

長幹事会」が名鉄ニュー

グランドホテルで開催されます。鈴木吉男会長

と私が出席します。 

4. 11 月 10 日(日) 「ＲＬＩパートⅢ」が名鉄グ

ランドホテルで、懇親会も含め 9：30～19：00

まで開催されます。安江正博会長エレクトに出

席して頂きます。研修時間 9時間半と大変長時

間、本当にご苦労様です。これでＲＬＩも終了

ですので頑張ってください。 

以上です。よろしくお願いします。 

 
ニコボックス報告 第 2946回分 

伊藤誠ニコボックス委員 

鈴木文勝君（RI第 2760地区

ロータリー財団委員会委員

長・小牧ＲＣ） 本日は卓話

をさせて頂きます。宜しくお

願い致します。 

鈴木吉男会長、伊藤哲朗副会

長、寺島淳一幹事 ①地区ロ

ータリー財団委員長の鈴木

文勝君をお迎えして。②朝晩、

冷え込んできていますので、皆様体調には十分お

気を付け下さい。 

浅井賢次君 ①家内の誕生日祝いを頂きありがと

うございました。②家内誕生日のため 3 泊 4 日で

自宅に連れて来ました。孫達の賑やかな声で少々

興奮し大分疲れたようでした。③その他。 

伊藤哲朗君 先週の例会で滝川さんにお世話にな

りました。②ハワイから妻と共に無事帰国しまし

た。 

浅井彦治君 ①本日卓話を担当いたします。よろ

しくお願いいたします。②地区ロータリー財団鈴

木委員長をお迎えして。 

佐藤雅彦君 妻のお腹の中の子が順調です。 

伊藤幸蔵君 「彦ちゃん」にお願いしたいことが

あるんですが… 

余郷利彦君 庄司さん、佐藤さんにいつもお世話

になっております。 

梶浦興蔵君 Ｓ.Ａ.Ａ.の皆様に迷惑を掛けまし

た。 

幅辰雄君 小林先生にお世話になりました。 

加藤則之君 何か良いことください！ 

吉田康裕君 ニコボックス委員会の皆さんご苦労

さまです。 

伊藤誠君、相羽あつ子君、佐藤雅彦君、坂井裕君、

根崎健一君、高木輝和君、堀田力男君、水野憲雄

君、滝川林一君、山本達彦君 ウィークリーに写

真が載りまして。 

中野義光君、生田達一君、松崎安孝君、小林啓子

君、日比一昭君 その他。 

 
卓 話 

≪ロータリー財団月間≫ 

卓話担当：ロータリー財団委員長 浅井彦治君 

講  師：地区ロータリー財団委員会 

            委員長 鈴木文勝君 

演  題：「ロータリー財団 

未来の夢計画について」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団の使命 

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、平和を達成するようにすること。 

 

2017年、ロータリー財団創立 100周年に向けて 

１．ポリオの撲滅（End Polio Now） 

ロータリー財団は、2017年に創立 100周年を迎

えます。ロータリー財団がどのようなビジョンを

持っているのか、知って頂きご理解を頂けると幸

いです。6 つの項目を挙げましたが、先ずは、ポ

リオの撲滅です。 

ポリオの撲滅は、国際ロータリーおよびロータ

リー財団の最大のテーマです。インドのポリオ発

生はここ 3 年前からゼロになりました。常在国と

して残っているのは、アフガニスタン、パキスタ

ン、ナイジェリアの 3 国で今も減少の傾向にあり

ますが、常在国以外のソマリアなどが増加してお

り「ポリオ撲滅」には一層のパワーを掛ける必要

があるようです。 

 

２．世界的に認められる財団になる 

財団は世界的に認められる財団になることを目

標としていますが、これはただ単に有名になるこ

とが目的ではなく、ロータリーが世界的な良い奉

仕活動をしている団体として認識されることによ

り思いを同じくする会員が増え、ロータリアンの

みならず一般の方々からロータリー財団に対して

寄付が集まってくることを期待しています。国際
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2010～11年度 

『海部津島人名事

典』の作成と寄贈と

講演会 

2011～12年度 

『海部津島祭礼芸能

事典』の作成と寄贈、

文化財の継承(郷土芸

能披露)と講演会 

2013～14年度 

近代海部郡誕生 100

年事業(あまＲＣ合

同）。記念誌作成、

海部津島歴史検定、

記念講演会、展示他 

2012～13年度 

宇宙飛行士・山崎直子

さん(財団奨学生)を

招き、子ども達に夢を

与える事業(講演会) 

ロータリーが「公共イメージの向上」に力を入れ

ているのはここにあると思います。 

 

３．世界の人道的ニーズに応えるリーダーになる 

プログラムを全面的に見直し(世界的ニーズを

調査）人道的奉仕や教育奉仕の重点 6分野を提唱 

１．水と衛生               

２．疾病予防と治療 

３．母子の健康 

４．基本的教育と識字率の向上 

５．経済と地域社会の発展 

６．平和と紛争予防／紛争解決 

 

■補助金事業 

地区補助金事業     地区の裁量 183,192＄ 

グローバル補助金事業 重点 6分野 183,192＄ 

ポリオ・プラス事業  ＷＦ・使途指定寄付 

平和フェローシップ事業 ＷＦ・使途指定寄付 

パッケージ・グラント事業 重点 6分野 

ＷＦ・戦略パートナー 

 

４．戦略的パートナーシップの強化 

パッケージ・グラント。6つの重点分野を専

門とする財団が定めた戦略的協力組織と提携

し、長期的で大規模なプロジェクトを立案し実

施するものでＷＦより全額支給されます。（※

マッチンググラントは、今年 3月で終結） 

戦略的協力組織（戦略パートナー）は現在 4

組織あります。 

・アガ・カーン大学（パキスタン） 

・オイコクレジット(オランダ) 

・マーシーシップス(アメリカ)に浮かぶ病院船 

・ユネスコ水教育研究所 

 

 

 

 

５．寄付方法の多様化と財政基盤強化 

 ■寄付の種類  

・年次基金（使途を指定しない寄付） 

  ・使途指定寄付（ポリオや平和フェローシッ

プ等） 

  ・災害復興基金（必要に応じて随時） 

  ・恒久基金（元金は使わない。使用可能な収

益のみ使用。2025 年までに、世界で 10 億

ドル以上に成長させることが目標。2012年

6月末現在 75％達成）） 

  ・冠名基金（恒久基金が 25,000ドル以上。別

個のユニットで運用） 

 ■寄付のもうひとつ「ロータリーカード」 

カード利用金額の 0.3％（ビジネスカードは

0.5％）が財団に自動的に寄付されます。ゴー

ルド会員の場合、年会費 10,500 円のうち

3,000 円が寄付されます。2000 年以来 860 万

米ドルが財団に寄付されました。ビジネスカ

ードも出来ました!! 

 

標語が変わりました 

EVERY  ROTARIAN  EVERY YEAR 

地区の努力目標：1人当たり 15,000円 

 

■津島ＲＣ 

・会員数(2013年 6月末)   70名 

・ベネファクター累計    4名 

・ポール・ハリス・フェロー累計 101名 

・メジャードナー（大口寄付）   0名 

・ロータリーカード  ゴールド   2名 

  シルバー   6名 

・1012～13年度寄付額 

寄付総額   18,115.00ドル 

寄付金 1人当たり    258.79ドル 

 

６．簡素化された補助金制度と運用(地区補助金) 

①申請受付期間の変更（11月 1日～2月末日） 

②事業実施終了月 3月末日に依頼する 

③最終報告書提出期間の徹底 

④最終報告書の決算資料に決算書と予算書を併

記する 

 

■津島ＲＣの地区補助金記録 
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次回例会 
 第 2948 回 ’13 年 11 月 22 日（金） 

卓話担当：遠山孝義君 

講  師：東山動物園技能長 大嶽邦夫氏 

演  題：「“Victoria(オオオニバス)” 

について」 

≪ポール・ハリス・フェロー≫ 

鈴木文勝地区Ｒ財団委員長より、篠田廣君と鈴

木吉男君にマルチプル・ポール・ハリス・フェローの

バッジ、加藤隆朗君と寺島淳一君にポール・ハリ

ス・フェローの認証上とバッジが渡されました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
社会奉仕委員会（創立 60周年記念） 

 10月 28日(月)、津島神

社にて「津島神社堀浄化

工事銘板奉告祭」が執り

行われました。篠田廣直

前会長が出席して、前年

度の創立 60周年記念寄付

により、津島ＲＣに感謝

状と記念のテーブルセン

ターをいただきました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 小春日和の 11月 14日(木)、桑名ＣＣにてゴル

フ会を開催。優勝は浅井彦治ゴルフ幹事でした。

最近やたら強くない？ 

 次回は 12月 19日(木)に行いますので、みんな

で寒さを吹き飛ばしましょう！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 浅 井 彦 治 46 44 90 11 79 

2 位 野々山勝也 52 47 99 20 79 

3 位 伊 藤 幸 蔵 54 52 106 24 82 

 

↑尾張津島天王祭の絵を見事に

織りあげたテーブルセンター 

←宇佐美三郎

崇敬会会長

より感謝状

をいただき

ました。 

↑工事が終わって、きれい

になりました。 

↑銘板 

ちょっと日焼け(？) 

伊藤哲朗副会長 
にこやかな 

浅井賢次Ｓ.Ａ.Ａ. 

坂井裕親睦活動

委員 

米山奨学生のマルディス君

は、故郷のインドネシア・

センカン島についてお話し

しました。 


