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本日の行事予定 (2015 年 11 月 13 日) 

第 3037 回例会 

卓話担当：相羽あつ子君 

講  師：津島市立南小学校長 

浅井厚視氏  

演  題：「良王君と尾張津島天王祭」 

 
先回の記録（例会） 

第 3036 回 ’15 年 11 月 6 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 伊藤哲朗君 

講  師：地区ロータリー財団委員会 

職業研修チーム委員会委員長 

福田哲三君 

演  題：「ロータリー財団の今と戦略計画」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー 田中正明君 
ゲ ス ト 米山奨学生 

 ボルドバートル・ハンドさん 
       青少年交換学生 
        マライア Lee DOES HOOKEさん 
会 員 総 数 67名    10月 9日例会分訂正 
出席免除会員  21名    欠 席 会 員    13名 
本日出席会員  55名    MAKEUP会 員    11名 
本日の出席率  83.58％  訂 正出席 率  98.48％ 
超 過 報 告  三谷栄一君、山本達彦君(一宮中央
ＲＣ創立 25 周年記念式典)、三谷栄一君、山本達
彦君(会場委員会)、三谷栄一君、山本達彦君、寺
島淳一君、山田章博君、小林啓子君、浅井彦治君、
伊藤哲朗君、加藤則之君(親睦活動委員会)、稲垣
宏高君（地区米山カウンセラー研修会） 

 
会長挨拶 

三谷栄一会長 

11月は「ロータリー財団月間」であります。月

間に因んで、伊藤哲郞財団委員長の卓話担当で、

講師として、名古屋和合ＲＣ会員で地区職業研修

チーム委員会福田哲三委員長をお招きして、「ロ

ータリー財団の今と戦略計画」についてお話をし

ていただきます。よろしくお願いいたします。 

日曜日に開催されました

地区大会には多数の会員に

参加していただきありがと

うございました。二次会に

も、16 名の参加をいただい

て、楽しい時間を過ごし、

親睦を深めることができま

した。また、本日はパスト会長会議が開催されま

す。よろしくご指導ください。 

本日の挨拶ですが、先般の地区大会や他ＲＣの

創立記念式典に出席して思いました「左上右下」

（左が右よりも上位）について話をしたいと思い

ます。 

「左上右下」の考え方は飛鳥時代、遣唐使など

を通じて中国から伝えられました。唐の時代、中

国では「天子は南面し臣下は北面す」との思想の

もと、左が上位として尊ばれました。君主が太陽

の方向（南）を向いて座ると、君主を向いて座る

臣下はおのずと北を向く、という意味です。君主

から見ると、日は左の東から昇って右の西に沈む、

日の昇る東は沈む西より尊く、故に左が右よりも

上位とされました。 

実は中国では王朝や時代の変遷によって「左上

位」と「右上位」がしばしば入れ替わりましたが、

日本では飛鳥以来、現在に至るまで「左上位」が

連綿と受け継がれ、礼法の基本として定着してい

ます。 

「左上位」は、正面から見ると、右が上位とな

って左右の序列が逆になるが、あくまでも並ぶ当

事者から見て左側を上位・高位とします。律令制

での左大臣と右大臣の並び順は、天皇から見て左

側に格上の左大臣、右側に格下の右大臣が立ちま

した。国会議事堂も、真ん中の中央塔から見て左

側に、貴族院の流れをくむ参議院を配置していま

す。舞台の左側（客席から見ると右側）を「上手」、

右側を「下手」と呼ぶのも、左上位に基づいてい

ます。 
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左上位は日常生活のしきたりにも浸透しており、

和服の着方である「右前」はその代表例です。自

分から見て左襟を右襟の上にして着る作法で、左

襟が右襟よりも前になる（正面から見ると、右側

の襟が前になる）。ふすまや障子のはめ方も、ふ

すまや障子から見て左側を前にします。 

一方、西洋では、英語で右を「正しい」の意味

がある「ｒｉｇｈｔ」と言うように、日本礼法と

は逆に「右を上位、左を下位」とする「右上位」

が基本です。これが近現代史の流れの中でそのま

ま国際間の付き合いのルール（国際儀礼＝プロト

コル）となり、外交などの国際舞台では右上位が

マナーとして定着しています。 

2 国間の首脳会談の並び方や主要国首脳会議

（サミット）での立ち位置は右上位に基づいて決

められており、オリンピックの表彰台で金メダリ

ストを真ん中にしてその右側（向かって見ると左

側）に銀メダリスト、左側（同右側）に銅メダリ

ストが並ぶのも、右上位に由来しています。 

日本では現在、皇室が明治時代に公式行事や御

真影（天皇陛下右側に、皇后陛下が左側にたたれ

る）で国際儀礼を取り入れたことが一因となって、

左上位と右上位の 2 つのマナーの世界が併存して

おり、これが右と左の関係をより複雑で分かりに

くくしています。 

典型的なのが、雛（ひな）人形の飾り方です。京

都を中心とする「京雛」は伝統礼法に基づいてお

殿様（男雛）を左側（向かって見ると右側）、お

姫様（女雛）を右側（同左側）に並べる。一方、

全国に普及している「関東雛」は、両陛下の並び

方を範として男雛（オビナ）を右側、女雛（メビナ）

を左側に並べており、左右が全く逆の 2 つの飾り

方が並立しています。 

式典や会食で並び方や席順を決める際、会場や

部屋のつくり次第で右と左のどちらを上位にすれ

ばよいかわからない場合がありますが、その場が

なごやかで皆さんが気分よく過ごせる方にすれば

よいかと思います。 

 
幹事報告 

山本達彦幹事 

1. 本日米山奨学生のハン

ドさんと、青少年交換学

生のマライアさんにお

越しいただいています。

後ほど会長より奨学金、

お小遣いをそれぞれ渡していただき、近況報

告等のお話をしていただきます。 

2. 『ロータリーの友』11月号を配布いたしまし

た。 

3. 『ガバナー月信』11 月号と『Rotarian』11

月号を回覧いたしますのでご覧ください。 

4. 本日 6時より「魚しま」にて 2015－16年度パ

スト会長会議を開催いたします。出席登録し

ていただいた皆さん、よろしくお願い致しま

す。 

5. 11 月 26 日より一宮ロータリークラブの事務

局が新築の一宮商工会議所ビルに転居します。

メークアップ等の関係で詳しくお知りになり

たい方は事務局までお尋ねください。 

6. 本日、先日行われた地区大会の登録料の請求

書を登録された方にお配りしましたのでよろ

しくお願い致します。 

7. 本日例会終了後、役員・理事・委員長会議を

開催いたします。該当の方の出席をお願いい

たします。 

8. 11月のロータリーレートは１ドル 120円です。 

 
ニコボックス報告 第 3036回分 

八谷潤一ニコボックス副委員長 

三谷栄一会長、伊藤幸蔵副会長、

山本達彦幹事 ①福田哲三地区

ＶＴＴ委員長を卓話講師にお迎

えして。②ハンドさん、マライ

アさんをお迎えして。③伊藤哲

javascript:void(0)
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朗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。④地区大会参加の皆様お疲れ様です。 

浅井彦治君、加藤則之君 福田哲三君をお迎えし

て。 

長田一郎君 ①ミャンマー情報通信省と日本総務

省と合意し、ミャンマーで広告付き郵便ポストを

246 ヶ所設置することになりました。②松崎先生

にお世話になっています。 

伊藤哲朗君 ①本日卓話を担当します。②地区職

業研修チーム委員長をお迎えして。 

高木輝和君 ①篠田先生に、泌尿器科を紹介して

いただきました。②先週、河西先生の名前を忘れ

ました。 

浅井賢次君 家内に誕生祝いをいただきました。 

山田勝弘君 高木さんと目が合ってしまったので。 

服部貴君 可愛いマライアさんと一緒です。 

伊藤祥文君 伊藤哲朗さん、ご無理をお願いしま

した。大河内さん、よろしくお願い申し上げます。 

余郷利彦君 高木さん、ニコボックスご苦労様で

す。元気でなにより。 

地区ロータリー財団委員会職業研修チーム委員

長・福田哲三君 本日は財団についての卓話でお

世話になります。伝統ある津島ＲＣ様にお邪魔で

きて光栄です。一生懸命つとめますので、どうぞ

よろしくお願いします。 

稲垣弘高君 ロータリーゴルフで優勝しました。

篠田廣君 ロータリーゴルフ入賞しました。マラ

イアさんをお迎えして。 

滝川林一君 12 日からアメリカ西部のアリゾナ

州グランドサークルを 10 日ほどハイキングして

きます。楽しみです。 

高木輝和君 無事に帰れるかな？ 

山田勝弘君、寺島淳一君 浅井彦治さんから丁重

なお手紙をいただきました。 

伊藤幸蔵君 高木さんの●▲■コが元気になりま

すように。 

後藤亨君 皆さんの元気な顔を拝見して。 

矢田潔君 11月度会場進行係をつとめます。よろ

しくお願いいたします。 

鈴木吉男君 無事海外から帰りました。ちょっと

トラブルがありました。 

野々山勝也君 本日、ポール・ハリスの認証状を

いただきます。 

稲川明俊君 高木さんに無理に投函させられて。 

服部則仁君 猪飼委員長の代理で理事会で説明さ

せていただきます。よろしくお願いいたします。 

吉田康裕君 皆様のおかげで桑名カントリーの仲

間に入れていただきます。今月のゴルフ会楽しみ

です。 

長田一郎君、根崎健一君、水野憲雄君、山田章博

君、浅井彦治君、杦田勝彦君、幅辰雄君 ウィー

クリーに写真が載りまして。 

安江正博君、佐藤雅彦君、小林啓子君 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 伊藤哲朗君 

講  師：地区ロータリー財団委員会 

職業研修チーム委員会委員長 

福田哲三君 

演  題：「ロータリー財団の今と戦略計画」 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団の役割はロータリーの理念を

実行するための組織で、国際ロータリー（ＲＩ）

の方針・戦略を受けて、Ｒ財団は具体的活動を

推進する。 

 

◆ロータリー3つの戦略計画 

「クラブのサポートと強化」 

「人道的奉仕の重点化と増加」 

「公共イメージと認知度の向上」 

           

◆Ｒ財団の優先項目(2015 年 7月以降 3年間） 

(1)ポリオの撲滅 

(2)Ｒ財団に対するロータリアンの知識、参加、寄

付の向上 

(3)補助金を通じた人道的奉仕の質と量の向上 

(4)Ｒ財団 100周年（2016-17年度）に向けてのイ

メージと認知度の向上 

 

国際ロータリー(ＲI)とロータリー財団はあた

かも同格の別組織のように認識されがちですが、

「国際ロータリーの中のロータリー財団の位置づ

けである」ことをご認識ください。ロータリー財

団はＲＩの方針・戦略を受けて、具体的活動を推

進する役割を持っています。 

上記 3 つの戦略計画を支えるために、2015 年 7

月 1 日から始まる 3 年間のロータリー財団の優先

事項が提案されました。これらの目標は、今後の

進捗状況によって変更がされる場合があります。 

 

◆寄付の種類 

【年次基金】1 人当たり毎年 150 ドルの寄付をお

願いする。3 年後にＤＤＦ（地区活動資金）と

して戻ってくる。 

【恒久基金】 寄付の元金を使わず、運用益のみ奉

仕プログラムに利用。（1,000ドル寄付するとベ

ネファクターの認識資格）  

【使途指定寄付】使い道を決めて寄付をする。 

ポリオ・奨学基金・平和フェローシップ 
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◆寄付者への認証名 

【ポール・ハリス・フェローＰＨＦ/マルチプル・

ポール・ハリス・フェローＭＰＨＦ】  

 年次基金、ポリオプラス基金で、1,000 ドル以

上寄付した個人 

【メジャードナーＭＤ】 

 10,000～249,999.99ドルまで 4段階 

【アーチ・クランフ・ソサエティーＡＫＳ】 

 250,000ドル以上の寄付をした個人 

【ベネファクター】 

 恒久基金に 1,000 ドル以上寄付か、遺贈先をＲ

財団に指定 

【大口寄付者】 

 10,000ドル以上を一度に寄付した個人 

【ポール・ハリス・ソサエティーＰＨＳ】 

 毎年 1,000 ドル以上の寄付を申請・認証された

個人 

 

◆第2760地区の昨年度の寄付総額は上位4番目で

した。年次基金の寄付は目標到達レベルでした

が、ポリオ・プラスと恒久基金はもう一歩のと

ころでした。日本の寄付総額は、アメリカに次

いでが 2 番目でしたが、韓国が肉薄してきてい

ます。 

 

◆津島ＲＣの皆様には、多額のご寄付を賜りまし

てありがとうございました。津島ＲＣの 2014～

15 年度の年次基金寄付金は、9,294.90 ドル（1

人当たり 147.54ドル）でした。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 年前に皆様からご寄付いただいた年次基金と

恒久基金の利息は、地区活動資金(ＤＤＦ)として

地区に戻ってきます。地区活動資金は、地区補助

金とグローバル補助金として、社会奉仕、人道奉

仕、ＶＴＴ、奨学資金に利用することができます。 

 

◆2015-16年度 津島ＲＣ地区補助金事業(予算) 

“市の文化を広める為の検定と講演” 

プロジェクト総額   1,800,000 円   

地区補助金        882,756 円 

クラブ拠出金        917,244 円 

 ◆地区補助金の申請から最終報告まで 

資格要件１：Ｒ財団セミナーと補助金管理セ

ミナーに出席 

資格要件２：ＭＯＵ（覚書）を地区とクラブ

間で締結 

申請期間              ：1月～3月末 

申請内容の確認、調整     ：4月～5月 

地区補助金審査会で承認    ：5月 

ロータリー財団に一括申請   ：6月 

ロータリー財団本部から質問 ：7月～8月 

ロータリー財団本部で承認  ：7月～8月 

地区に補助金支給      ：8月下旬？ 

クラブに補助金送金 

プロジェクト実施最終報告書提出：4月末 

最終報告書を確認後、財団本部へ一括報告 

：5月末  

 

職業研修チーム（Vocational Training Team ＝

ＶＴＴ）委員会の活動 

地域社会の人々の能力やスキルを高めるために 

①専門家チームを海外に派遣して実務的な研修

を行う。 

②専門家チームを海外から受入れて研修を行う。 

実務的・専門的な研修を通して、海外の地域社

会の発展に貢献する。 

 

過去５年間のＶＴＴの相手地区と今年度の計画 

2010/2011年度  5890地区（アメリカ） 

2011/2012年度  9600地区（オーストラリア、 

ソロモン諸島）  

2012/2013年度  7070地区（カナダ）  

2013/2014年度 3780地区（フィリピン）   

2014/2015年度  3310地区（マレーシア） 

（今年度計画） 

2015/2016年度 3410地区（インドネシア・ 

             ジャカルタ）  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

左から福田委員長、ＰＨＦの長田一郎君、

野々山勝也君、山本達彦君、ベネファクター

の浅井彦治君、Ｒ財団 

委員長の伊藤哲朗君 

 

ベネファクターの認証状 

→ 



     

 

- 5 - 

第 3036 回例会                                                               

 
誕生日祝福（11 月） 

山田章博親睦活動副委員長 

 

 

 

 

 

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） 

服部則仁夫人（13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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

米山学友だより 

2007～09学年度米山奨学生 董宇さん 

 11月 8日(日)に、地区米山奨学生・学友合同研

修会で、京都方面(東寺、百万遍智恩寺)へ日本の

歴史を見学しに出かけました。あいにくの雨と風

邪で董さんは欠席しましたが、夫の劉震さん、長

女の未央ちゃん、次女の未来ちゃんが参加しまし

た。また、今年度奨学生のボルドバートル・ハン

ドさんも参加しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 地区米山奨学委員会では、学友も一緒に研修会

や交流会を続けていて、次回は 12 月 12 日(土)に

合同忘年会がキャッスルプラザで開催されます。 

 
青少年交換だより 

青少年交換派遣学生

の中西里緒さんからの

10 月のマンスリーレポ

ート続きです。 

 

＊今月のお料理コーナー＊ 

オムライスを作りました！ 

 

おいしいと喜んで

食べてくれるみん

なの顔を見ること

ができて嬉しかっ

たです！ ですが、

この家族とは 12月

15 日までしか過ご

せないようです！ 

ホストファザーの

たくさんの参加者で集

合写真を撮りました。 

前列左端に劉さんと未

来ちゃん、前列真中近

くに未央ちゃん、横断

幕の後ろにハンドさん

がいます。 

伊藤幸蔵副会長 

司会の矢田潔会場委員 

クリスマス家族例会の

案内をする堀田力男親

睦活動委員長 

米山奨学生の 

ハンドさん 

青少年交換学生の

マライアさん 
マライアさんの 8～12月

のホストファミリーは

篠田家です 
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次回例会 

 第 3037 回 ’15年 11 月 20 日（金） 

卓話担当：矢田潔君 

講  師：愛西市教育委員会学芸員 

石田泰弘氏  

演  題：「信長の生誕地、勝幡城」 

お知らせ 

■第 12回インターアクトクラブ例会 

  と き：11月 20日（金）16：00 

  ところ：津島東高校（2中教室) 

娘さんがアフリカにロータリーの交換留学生とし

て留学中なのですが、16日から 2週間会いに行く

ということで、これを機にホストチェンジをする

そうです！ 日本のことが大好きで日本の話が大

好きなホストファザーがこの話をしているときに、

「もっと一緒にいたかった！」と言ってくれた時

には、うるっときてしまいました！ 私もこんな

に素敵な家族にホストを引き受けてもらえて感謝

でいっぱいです！ あと 1 か月半、今まで以上に

充実した日を家族と過ごしていきたいです！ 

英語は 2か月前に比べたら成長したような？ 

成長したかはわかりませんが、必死に伝えようと

いろんな話を自分からできるようになりました！

また、変な夢を見てから急にみんなの話してるこ

とがわかるようになりました！ 日本で英語の夢

を見たらそこからの成長は早いよと言われていた

ので思い込みなのかもしれませんが、どうなので

しょう！ また、普段頭の中で英語で考え事をし

ていることもあったり!? 考えていることはとて

も簡単なことなのですが、これも成長した証(？)

と、まあ、すこーしづつ生活にも英語にも慣れて

きて楽しい日々を送っています！ 

今月も読んでくださりありがとうございました！ 

みんなに写真を見てほしくてたくさん載せてしま

いました（笑） 

追伸！ 今月のクイズ Time☆彡 私はジャック

オランタンを兄弟と作ったのですが、何をモチー

フに作ったでしょう!? ヒントはある有名な映画

で魔女と一緒にいたあの黒い動物です・・・！ 

 
ロータリーニュース(10月 19日) 

 

国際機関へのロータリー代表が 

グローバルな活動を後押し 

 

国際ロータリー（ＲＩ）は過去 30 年にわたり、

国連や国連機関、その他の国際機関（アラブ諸国

連合や欧州連合など）にＲＩ代表を派遣してきま

した。世界各地では、そうした代表者が橋渡し役

となって、大きなプロジェクトが実施されていま

す。例えば、南米のエクアドルでは、ロータリー

と米州機構（ＯＡＳ）の協力によって、学校に通

う子どもたちの読書力が高まり、教師には専門研

修が提供されています。 

「ロータリアンでもあるエクアドルの副大統領と、

さまざまな分野の教師に会いに、現地へ向かいま

した」とカールソンさん。「3 つのロータリー地

区と 8 つのクラブが参加したプロジェクトになり

ました」 

新しい学業要件を達成するため、このプロジェ

クトでは教師に対する追加の研修（テクノロジー

の利用など）も実施。このプロジェクトのための

グローバル補助金の申請に関わったレイチェル・

ブレアさん（米国メリーランド州アナポリスＲＣ）

は、現地の教師が感謝の気持ちを示してくれたこ

とが感動的だったと振り返ります。 

「先生たちは、ロータリークラブ、しかも海外の

クラブが自分たちのスキル向上に関心を持ってく

れたことが信じられないようでした。誰かに目を

かけ、支援することによって、その人たちが輝き、

スキルと才能を引き出せるんだということに気づ

かされました」 

レバノンでは、ロータリークラブが国連の「ア

ジア太平洋経済社会委員会」と協力し、国連ミレ

ニアム開発目標とアラブ諸国での現状を高校生に

教えるプロジェクトを実施。目標を達成するため

に若い世代を教育することを目的としたこのプロ

ジェクトの立役者は、国連機関にＲＩ代表として

派遣されたマイケル・ジャザールさん（レバノン、

KerousanＲＣ）でした。ジャザールさんはさらに、

このプロジェクトを後押しするために、レバノン

国内のクラブをつなぐ「National Rotary Lebanon 

Fund」の設立にも携わりました。 

ロータリーと国際機関との活動をサポートする

ＲＩ代表は、ホワイトハウス、国連、コモンウェ

ルス、欧州連合などでの行事に定期的に参加して

いるほか、個別会談の調整や特別行事の主催も担

当しています。 

国連での「ロータリーデー」 

毎年ニューヨークの国連本部で行われる「ロー

タリーデー」が、11月 7日に開催され、ロータリ

ーと国連のパートナーシップ 70 周年を祝うほか、

各分野の専門家による講演が行われます。1,000

人以上が参加するこの行事ではさらに、水、衛生、

飢餓、貧困、教育といった主題に関してアイデア

交換も実施されます。午前中は青少年のためのセ

ッションとなります。 

ロータリーの国連代表であるジョセフ・ローレ

ニさんは「国連本部のビルやほかの非政府組織の

会合にロータリー代表として入っていくことで、

ロータリーの信頼性が大いに高まります。ロータ

リーとは、単に看板で目にする団体名だけではな

いと伝えることができるのです」と話します。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


