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本日の行事予定 (2014 年 11 月 14 日) 

第 2993 回 

卓話担当：児玉昭君 

講  師：プロゴルファー 中山宗義氏  

演  題：『加齢とゴルフ』 

 
先回の記録（例会） 

第 2992 回 ’14 年 11 月 7 日（金）晴れ 

卓話担当：Ｒ財団委員長 佐藤敬治君 

講  師：地区Ｒ財団資金推進委員長 

中林正人君 

演  題：『ロータリー財団月間について 

（資金推進について）』 

ロータリーソング 「四つのテスト」 

ソングリーダー  寺島淳一君 

会 員 総 数  67名   10月 17日例会分訂正 

出席免除会員  20名    欠 席 会 員    15名 

本日出席会員  52名     MAKEUP会 員    12名 

本日の出席率 77.61％   訂 正出席 率  100％ 

超 過 出 席 鈴木吉男君（地区青少年奉仕委員

会） 

 
会長挨拶 

安江正博会長 

皆さんこんにちは、今日

は暦の上では立冬です。こ

れから益々寒くなります

が、健康には十分ご留意く

ださい。 

ロータリー関連の雑誌

からです。ロータリーには

お金を出す人と使う人がいます。 

例えば、財団奨学生を多数派遣しているのに財団

寄付が少ないクラブがあるそうです。これも出す

人と使う人が必ずしも一致していない例です。 

 さらに世界に目を転じても同じです。日本のロ

ータリーはほとんど例外なくお金を出す方に属

すると思います。これに対して世界、特に発展途

上国のロータリークラブは世界からの支援を期

待し、使う方に専念しているようです。その結果

は皮肉です。資金援助をしたクラブよりその資金

で活動したクラブの評価が高く、マスコミ報道も

そちらに焦点が当たります。 

 日本ではお金は出しても口を出さないのが美

徳です。欧米の考え方ではお金を出した分、口も

出そうとなる訳ですが、さらに彼らの本音は「お

金を出さずに口は出そう」ではないかと疑ってい

ます。日本の常識が世界の非常識なのです。 

 2013（平成 25）年、未来の夢計画が始まりま

した。地区補助金のみでロータリー奉仕活動を行

うとしたら、出したお金のおよそ 4分の 1しか使

えません。活動をグローバル補助金の対象となる

6つの重点分野まで広げると、出したお金の最高

75％までは使えるそうです。 

 私たちは世界のロータリー活動に“お金を出

す”だけでなく、“お金を使う”方にも回りたい

ものです。 

 
ニコボックス報告 第 2992回分 

佐藤雅彦ニコボックス委員 

安江正博会長、三谷栄一副

会長、野々山勝也幹事 地

区ロータリー財団副委員

長の中林正人様をお迎え

して。 

安江正博会長 佐藤敬治

ロータリー財団委員長、本

日の卓話よろしくお願い

します。 

浅井賢次君 ①神社では七五三で大分賑わって

おり、菊花展の開かれています。是非お出かけく

ださい。②余郷さんの元気なお顔を見て“ホット”

しました。③伊藤基君のお店が立派に建ちつつあ

り天王通りに輝きを与えてくれます。 

佐藤敬治君 ①本日卓話を担当します。②地区Ｒ

財団資金推進委員長の中林正人様をお迎えして。 

猪飼充利君 エコキャップ事業に御協力ありが

とうございます。持ち込みが 1週間延びましたの

で更なる御協力をよろしくお願い致します。 
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高木輝和君 ①名古屋の港区に新店舗をオープ

ンしました。②中電の山田所長にお世話になりま

した。 

稲垣宏高君 本日例会中にクリスマス家族会の

打合せに大河内君とキャッスルへ向かいます。大

変申し訳ございません！ 

伊藤祥文君 瑞泉寺幼稚園の園児さんに、菊花に

花を添えてもらいありがとうございました。 

相羽あつ子君 ちょっと良いことがありました。 

山田章博君 本日、初めての司会です。みなさん

よろしくお願いいたします。 

飯村理君 ①ウィークリーに写真が載りました。

②3連休に出雲大社へ行ってきました。天気予報

は雨でしたが当日は晴れました。日頃の行いが良

かったからでしょうか 

寺田晏章君 その他。理事会も欠席します。 

吉田康裕君 先週お休みしてすみませんでした。 

佐藤雅彦君 バッジを忘れました。スイマセン。 

服部貴君、大河内勝彦君、田中正明君 ウィーク

リーに写真が載りまして。 

矢田潔君、松崎安孝君、寺島淳一君、幅辰雄君 そ

の他。 

 
卓 話 

卓話担当：Ｒ財団委員長 佐藤敬治君 

講  師：地区Ｒ財団資金推進委員長 

中林正人君 

演  題：『ロータリー財団月間について 

（資金推進について）』 

 

中林委員長は 1992 年

名古屋空港ＲＣに入会

され、2000～01 年度に

幹事、2005～06 年度会

長に就任、2008～09 年

度から地区ロータリー

財団年次寄付委員会の

メンバーとなり、2013

～14 年度より資金推進委員長をつとめておられ

ます。例会が始まる前に、Ｒ財団についていろい

ろご指導をいただきました。 

 

 

 

 

資金推進委員会は年次 

基金・恒久基金・メジャ

ードナー（旧大口寄付）

・ロータリーカードと、

財団の全ての寄付を担当

する委員会です。「世界でよいことをしよう 地

区で良いことをしよう」「奉仕のためにお金を出

し 奉仕のためにお金を使う」を実践するために

は基金（寄付）が必要なことはロータリアンの皆

様も十分ご理解いただいていると思います。 

今年度の当地区Ｒ財団の目標は、年次寄付 1

人当たり 150 ドル、ベネファクター1クラブ1人、

メジャードナーは地区で 5 人と昨年度と同じで

す。Ｒカードにつきましてもことあるごとにお願

いしていますが、8月末の保有数は 331枚で地区

会員数の 6.93％です。カード保有 0 クラブが 3

クラあります。「もうカードは要らない」という

声も聞きますが、今一度Ｒカードをお持ちになっ

ていただき、月 1度、年 1度でも利用されること

をお願いします。一昨年よりＲ財団への寄付は所

得税の控除になることもご承知と思います。何か

の記念日、区切りの年に財団への寄付を思い出し

て下さい。国際ロータリーのロータリー財団はロ

ータリアンみんなの財団です。 

 

【過去 3年の寄付状況】 

 

 

 

 

 

【参考：地区補助金の利用状況】 

2013～14年度  2014～15年度 

補助金総額  17,749,326円  18,295,000円 

補助金申請額 20,915,928円  15,439,000円 

申請クラブ数 52クラブ    51クラブ 

 

【参考：ロータリー財団の使命】 

 RI 理事会と管理委員会は、教育の推進、きれ

いな水の提供、平和の構築、母子の健康の支援、

地元経済への支援、疾病の予防のための補助金を

通じて、ロータリー財団の使命を果たすことに多

大な力を注いでいる。  （Ｒ財団章典 1.030） 

 

Ｒ財団の使命は、ロータリアンが健康状態を改

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、平和を達成出来るよ

うにすることである。  （Ｒ財団章典 1.050） 

 

それは具体的に RI 理事会と管理委員会が、ポ

リオ・プラス・プログラムを完遂することでポリ

オ撲滅の目標を達成し、友好と理解を助長する教

育的および文化的プログラムを強調し充実させ、

世界のあらゆる地域において人道的ニーズを満

たす補助金を申請し、人々の間の平和な関係を深

めるためにプログラムを拡大することである。 

        （Ｒ財団章典 1.040） 

 

【参考：Ｒ財団の優先事項（2007年規定審議会）】 

①すべてのプログラムを簡素化すること 

②プログラムの成果も内容も未来の夢計画に沿

ったものにすること 

年度 1人当たり年次寄付 寄付総額 

2011～12 138.41㌦ 1,028,301㌦ 

2012～13 158.32㌦  966,500㌦ 

2013～14 147.23㌦  981,744㌦ 
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③地区レベル、クラブ・レベルにおいてロータリ

ー財団へより一層参加し、自分たちの財団と自

覚すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

中林正人地区委員長より、2014～15 年度ポー

ル・ハリス・フェローの小林啓子君と幅辰雄君に

認証状とバッジが渡されました。 

 
誕生日祝福（11 月） 

中野義光親睦活動委員 

堀田力男君（ 8日） 

高木輝和君（12日） 

後藤 務君（15日） 

根崎健一君（22日） 

前田昭生君（28日） 

 

夫 人 

浅井賢次夫人（ 4日）  山田勝弘夫人（11日）     

 

結婚記念日祝福 

伊藤 彰浩君（ 3日）  野々山勝也君（ 4日） 

稲川 明俊君（ 5日） 服部  貴君（10日）   

長田 一郎君（11日） 住田 由純君（13日）  

佐藤 敬治君（16日）  加藤 隆朗君（18日）  

根崎 健一君（23日）  三谷 栄一君（25日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月 7 日の第 8 回役員・理事・委員長会議に

て、横井知代君の弾き語りで「津島ロータリーク

ラブの歌」が理事会メンバーに披露され、承認さ

れました。作詞：伊藤哲朗君、作曲：横井知代君。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
野々山勝也幹事 猪飼充利 

社会奉仕委員長 

堀田力男君 後藤務君 

ｃ 年男です 

一、 木曽三川の恵みを受けて 
津島祭のお囃子(おと)を聞き 
生きる喜び感じつつ 
奉仕の理想を高く持ち 
我ら津島ロータリークラブ 
 

二、 多度の山並望みみて 
藤や桜の美しさ 
自然の大地に寄りそいながら 
平和な社会を目指しゆく 
我ら津島ロータリークラブ 
 

三、 悠久の地域(まち)歴史を愛し  
時代(とき)の扉を開きゆく 
未来の道をつくるため 
仲間の絆を信じ合う 
我ら津島ロータリークラブ 
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次回例会 

第 2994 回 ’14 年 11 月 21 日（金） 

卓話担当：梶浦興蔵君 

講  師：名古屋国際センター 

語ろうマイスター ロン・ハー氏  

演  題：『ベトナムの歴史と文化』 

お知らせ 

■第 3回津島東高校ＩＡＣ例会 

 と き：11月 28日（金）11：30～ 

ところ：津島東高校(北館･生徒棟･1F･東教室) 

（※メークアップ対象です) 

 

 
 

 

 

 

 11月 13日(木)、桑名ＣＣにて津島ＲＣゴルフ

例会が開催されました。この秋一番の冷え込みで

したが 9 名が参加、木枯らしを振り切って         

浅井彦治君が優勝しました。 

 次回は12月11日(木)桑名ＣＣにて開催します。

終了後、

桑名の京

町柿安本

店にて忘

年会を行

いますの

でお楽し

みに。 

 

 

 

 

 

 
国際ロータリーニュース(10月 2日) 

ホァンＲＩ会長が 

ノミニーを正式に発表 

 

8 月 4 日に RI 会長指名委員会が開かれ、

2016-17年度ＲＩ会長として、チャタヌーガ・ロ

ータリークラブ（米国テネシー州）のジョン・ジ

ャーム氏が選ばれました。対抗候補者が出なかっ

たので、10月 1日、ゲイリー Ｃ.Ｋ.ホァンＲＩ

会長は、ジョン Ｆ. ジャーム氏がＲＩ会長ノミ

ニーとなることを正式に発表しました。 

ジャーム氏は、今後、2015 年 6 月のＲＩ国際

大会（サンパウロ）にて会長エレクトに選ばれ、

会長エレクトとしての任務を 1 年間務めた後、

2016年 7月 1日に RI会長に就任します。ジャー

ム氏はインターナショナル・ポリオプラス委員会

の現委員長でもあります。 

ロータリーの発展には、会員が、現在そして将

来の課題と機会に「情熱と粘り強さ、そして何よ

りも高潔さをもって取り組まなければならない」

とジャーム氏。「私が心に描くロータリーは、ポ

リオ撲滅の達成、会員増強とアイデンティティの

確立、クラブの活性化、そして、ロータリーの未

来を担う若者たちとの協力など、大胆に創造性を

もって取り組む団体です。国際ロータリーとロー

タリー財団が 6 つの重点分野での活動を通じて、

そのパートナーシップをより緊密で強固なもの

とする上で、2016-17年度がまたとない機会にな

ると考えています」  

ジャーム氏が目指すこと、それは「ロータリー

とは何ですか」という質問を誰からも聞かれなく

なることです。 

「ロータリアンとはどんな人びとなのか、ロータ

リーがこれまで世界各地や国際レベルでどのよ

うな偉業を成し遂げてきたかを、より積極的かつ

効果的に伝えることで、ロータリーの公共イメー

ジは必ず向上します。そうなれば、“ロータリー

とは何ですか”といった質問を耳にすることは

なくなるはずです」 

世界経済の先行きが見えない現在、ロータリー

は、会員の経済的負担を抑えるとともに、「資金

を効果的、効率的に活用する方法を常に考えてい

く」必要がある、とジャーム氏は述べます。 

エンジニアであるジャーム氏は空軍に 4 年在

籍した後、1965 年、エンジニアリングのコンサ

ルティング会社である Campbell and Associates

に入社。現在は、同社の取締役会長および最高経

営責任者（ＣＥＯ）を務めています。 

 
 

 

 山本達彦幹事エレクト  

1. 本日、ウェスティンナゴヤキャッスルにて、

親睦活動委員会がクリスマス家族会の試食

会をおこないます。 

2. 本日、例会終了後に社会奉仕委員会がエコキ

ャップ事業として彩雲館に行きます。 

3. 11月 17日（月）名古屋栄ＲＣの公開例会と

して「３．１１……あの日を忘れない」（地

区補助金事業）が、仙台ＲＣから被災者をお

招きして開催されます。場所は名古屋クレス

トンホテルです。当クラブからは浅井賢次君

と山田章博君が出席します。 

4. 11月 21日(金)来週の例会において、津島市

立図書館と愛西市中央図書館の館長をお招

きして、図書の贈呈式をおこないます。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11月 14日（金）第 2993 回 幹事報告 
 

順位 氏  名 OUT IN ｸﾞﾛｽ Hcp ﾈｯﾄ 

優勝 浅井彦治 42 44 86 14 72 

2 位 篠田 廣 43 42 85 5 80 

3 位 坂井 裕 51 53 104 18 86 

 


