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本日の行事予定 (2016 年 11 月 18 日) 

第 3084 回例会 

卓話担当：岡本康義君 

演  題：「写真で見る尾張津島天王祭 

       ～準備から片付けまで～」 

 
第 3083 回 ’16 年 11 月 11 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 飯村理君 

講  師：地区ロータリー財団・奨学基金・ 

平和フェローシップ委員会委員長 

長谷川龍伸君（名古屋丸の内ＲＣ） 

演  題：「ロータリー財団 100周年を迎えて」 

ロータリーソング 「四つのテスト」 
ソングリーダー  山田公男君 
会 員 総 数  66名    10月 14日例会分訂正 
出席免除会員  22名    欠 席 会 員     7名 
本日出席会員  54名    MAKEUP会 員     5名 
本日の出席率 81.82％    訂 正出席 率 98.46％ 
超 過 出 席 佐藤敬治君(第 6 期ＲＬＩ2760 分
科会研修パートⅡ)、浅井賢次君、高木輝和君、宅
見康悦君、篠田廣君、鈴木吉男君、三谷栄一君、
浅井彦治君、佐藤敬治君、田中正明君、猪飼充利
君 (パスト会長会議) 

 
会長挨拶 

浅井彦治会長 

11 月 3 日の「縁側茶会」

は晴天にも恵まれ、地域の大

変多くの人々に楽しんでい

ただいたことと思います。社

会奉仕・青少年奉仕の両委員

会の皆さん、大変お疲れ様でした。同時に多くの

ロータリアンの参加と献身的な活躍により、非常

に良い結果になったと思います。坂井・児玉両夫

人にも参加をいただき、素晴らしい芸を拝見する

ことができました。大変ありがとうございました。 

また 11 月 5、6 日にはウェスティンナゴヤキャ

ッスルでの地区大会があり、事業やイベントが続

いてご迷惑をおかけしましたが、ご参加いただき

まして誠にありがとうございました。地区大会も

初日の本会議から色々な楽しいイベントに合わせ

てロータリーとしての多くの決議をするお役目や、

夜の部での水野ＲＩ会長代理ご夫妻歓迎晩餐会に

も会長幹事両夫婦で参加して、財団学友の素晴ら

しいイベントを鑑賞しました。2 日目の大会も会

場一杯にメンバーが参集され、ジョンＦ．ジャー

ム会長の「ROTARY SERVING HUMANITY」

のスローガンのもと素晴らしい内容となりました。 

とりわけ今回はＲ財団創立 100 周年記念として、

財団の歩みとして残された実績は文字通り世界に

良いことをしようとする思いから出来上がった素

晴らしいものでした。その内容は私にとっても非

常に勉強になりました。またロータリー日本財団

理事長の千玄室氏によるこれからのロータリー財

団についてのスピーチにも、今後の日本における

財団の将来についての熱い思いが感じられました。 

個人的にはタイ国のグローバル補助金事業の紹

介で、タイの代表者のスピーチの中で 10 月 13 日

に御崩御されたプミポン国王のロータリー活動に

対するお褒めの言葉を涙ながら話していた内容は

心を打ちました。国民の信頼の厚い指導者であっ

た国王のロータリーに対するお褒めの言葉は大き

な意味があると思いました。 

今月はロータリー財団月間です。本日は地区ロ

ータリー財団・奨学基金・平和フェローシップ委

員長の長谷川龍伸君をお迎えして「ロータリー財

団 100周年を迎えて」と題してお話を伺います。 

1917年にアーチ・Ｃ・クランプ会長が始めたロ

ータリー財団は「I SERVE」のロータリー哲学を

信仰するメンバーとの間で対立がある中、僅か 26

ドル 50セントの寄付金からのスタートでした。ポ

ール・ハリスはその善意の因縁は大事にする必要

があるとしてこの基金は残りました。しかし資金

は集まりませんでした。1927年、国際ロータリー

理事会が、アメリカ国内税法上の民間の善意を社

会福祉の育成に出したお金は企業の損金扱いにで

きる特例を検討して、財団制度にすれば特例が適

用されることが分かり運用を変更したのですが、
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それでもロータリーに忠実なメンバーの理解が得

られず資金は集まりませんでした。第 2 次世界大

戦後の 1947年、ポール・ハリス没後、彼の念願で

ある「国際理解と親善と平和のため」にロータリ

ー運動の国際性の必要性は受け入れられて、財団

へ募金することがスローガンになり現在に至って

います。本日は財団の過去と未来に向けての内容

を説明いただけると思います。 

最後に津島ＲＣにも関係の深いロータリー平和

フェローの水野ショー真希さんからの元気なメッ

セージも Weekly に紹介してありますのでご確認

ください。また地区大会では檀上に滝川さんのお

孫さんの青少年交換帰国生・中西里緒（なかにしりお）

さんのお顔も拝見できて嬉しく思いました。   

 
幹事報告 

田中正明幹事 

 本日、例会終了後、理事会

がございます。該当の役

員・理事・委員長の皆様に

はご出席くださいますよ

うよろしくお願いいたします。 

 本日、『ロータリーの友』11 月号をお配りし

ております。 

 今月の 14 日に親睦活動委員会の皆さんがウェ

スティンナゴヤキャッスルにてクリスマス家

族会の試食会を行います。 

 本日、11 月号の『ガバナー月信』と『ザ・ロ

ータリアン』を回覧しております。 

 11 月のロータリーレートは 1 ドル\102 でござ

います。 

 先回、例会の縁側茶会にて津島東高校ＩＡＣが

ポリオ募金を行いました。金額は後ほど伊藤基

青少年奉仕委員長より発表していただきます。 

 11 月 6 日(日)の地区大会には多数の皆様にご

参加いただきありがとうございました。尚、請

求書をお配りさせていただきました。 

 次年度役員・理事選考委員会を後日、開催させ

ていただきます。 

 
ニコボックス報告 第 3083回分 

篠田廣ニコボックス委員 

長谷川龍伸君(名古屋丸の内

ＲＣ） 本日財団卓話をさせ

ていただきます。よろしくお

願いします 

浅井彦治会長、加藤則之副会

長、田中正明幹事 ①本日の卓話講師に地区ロー

タリー財団・奨学基金・平和フェローシップ委員

会委員長の長谷川龍伸君（名古屋丸の内ＲＣ）を

お迎えして。②台北滬尾ＲＣとの締結式が無事に

終わりました。③先日は「気軽に楽しもう縁側茶

会」にご協力ありがとうございました。 

飯村理君 今日、卓話を担当します。 

幅辰雄君 11月、司会を務めますのでよろしくお

願い致します。 

宇佐美三郎君 皆様のおかげ様で、この度「藍綬褒

章」を賜ることになりました。ありがとうございます。 

篠田廣君 ①今月ニコニコＢＯＸの担当です。よ

ろしくお願いします。②またウィークリーに写真

が載りまして。 

浅井彦治君 ①4 番目の孫の謙信が生まれました。

②ウィークリーに写真が載りました。 

加藤則之君、相羽あつ子君、伊藤哲朗君、伊藤祥

文君、後藤亨君、山田勝弘君 浅井彦治会長 4番

目のお孫さん、初男の子、おめでとうございます。 

浅井賢次君 ①余郷さん、先日は娘までご馳走に

なりありがとうございました。②5 人目のひ孫が

生まれました。③「縁側茶会」盛大に終了しご苦

労さまでした。坂井さん、児玉さんの奥様まで、

また鶴見君のお嬢さん、素晴らしいご協力ありが

とうございました。④宇佐美君、藍綬褒章受章お

めでとうございます。 

坂井裕君 会長、幹事様を始め皆様の力で「縁側茶会」

が成功裡に終わったことに感謝致します。また家内も

出演させていただき、ありがとうございました。 

鶴見治貞君 娘がお世話になりウィークリーに載

りました。 

児玉昭君 11月 3日、「縁側茶会」に WIFE が出

演しました。 

相羽あつ子君、伊藤哲朗君、伊藤祥文君、小林啓

子君、中村陽介君、吉田康裕君 11月 3日の「気

軽に楽しもう 縁側茶会」大成功おめでとうござ

います。 

高木輝和君 ①篠田先生にお世話になりました。

大腸に大きな「できもの」ができているそうです。

②久々の例会です。 

三谷栄一君 台湾から無事帰ってきました。 

寺島淳一君 帰国して半月ほど経ちますが、台湾

より無事に帰ってきました。参加いただきました

皆様お疲れ様でした。また 4 月の周年よろしくお

願いします。 

生田達一君、伊藤哲朗君、後藤亨君、宅見康悦君、

山田章博君 台北滬尾ＲＣとの締結式にご参加さ

れた皆様ありがとうございました。 

相羽あつ子君 茶会欠席しました。失礼しました。 

伊藤祥文君 先日、小林先生にお世話になりまし

た。 

余郷利彦君、児玉昭君、松本浩義君 ウィークリ

ーに写真が載りました。 

伊藤誠君 余郷さんにお世話になりました。 

水野憲雄君 先日 21 日例会をすっかり忘れてい

ました。無断欠席ごめんなさい。認知症にならな

いように努力します。 

加藤則之君、田中正明君、伊藤幸蔵君、三谷栄一

君、山田章博君、山本達彦君 おどろ木、桃の木、

トランプ万歳!!  

後藤務君、横井知代君 その他。 
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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 飯村理君 

講  師：地区ロータリー財団・奨学基金・ 

平和フェローシップ委員会委員長 

長谷川龍伸君（名古屋丸の内ＲＣ） 

演  題：「ロータリー財団 100周年を迎えて」 

 

 

 

 

 

 

 

 

【津島ロータリークラブ前年度実績】 

年次基金総額  10,290.33ドル 

1人当たり年次基金寄付    138.66ドル 

恒久基金寄付(ベネファクター) 1,000.00ドル 

ロータリー財団への貴重な浄財は、3 年後の奉仕

事業を企画する上で運営の役に立つシステムです。 

【ロータリー3つの戦略計画】 

 1．クラブのサポートと強化…①会員増強 ②会

員維持率（退会防止）③RI 会長賞への挑戦 

④財団に対する知識参加寄付向上 

 2．人道的奉仕の重点化と増加…⑤エンドポリオ

⑥年次寄付平均の向上 ⑦ポリオ撲滅支援を

クラブ・政府など寄付増進 ⑧重点 6 分野よ

り人道的奉仕の質向上 ⑨青少年と若きリー

ダーの支援をして重点 6 分野の関連で活動の

持続可能性を高める 

 3．公共イメージと認知度の向上…⑩広報を通じ

てロータリーの認識を高める ⑪世界で良い

ことをしてきた TRF の歴史に功績（特にポリ

オプラスの成果を高める） 

 

【Ｒ財団の優先項目(2015年 7月～3年間)】 

項目 1．永久にポリオを撲滅する…2018 年まで 

になんとしてでも撲滅をする意思。ＷＦＦ

を通じてエンドポリオへのアドボカシー

を行う。 

項目 2．Ｒ財団に対するロータリアンの知識、参 

加、寄付の向上…2月の補助金管理セミナ

ー、8月のロータリー財団セミナーおよび

クラブ卓話 

項目 3．補助金を通じて人道的奉仕の質と量を 

向上する…DDF を活用した地区補助金の

活用とグローバル補助金を使ったクラブ

への事業推進 

項目 4．Ｒ財団 100 周年に向けてイメージと認知

度を高める…地区大会、ＷＦＦ（ワールド

フード＋ふれ愛フェスタ）、クラブでロー

タリー財団 100周年を祝う。 

【寄付の種類（3種類）】 

・年次基金…1 人当たり本年は 180 ドルの寄付を

目標とする。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 

 

【寄付認証の種類】 

・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ドル～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財団に指定の場合 

・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 

 

ロータリー財団の使命は、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

できるようにすることです。より良い地域づくり

のための活動やグローバルなイニシアチブを資金

面で支えているのが、ロータリー財団です。クラ

ブや地区に補助金を提供しているほか、ポリオの

撲滅や平和の推進といったグローバルなキャンペ

ーンを展開しています。こうした活動や補助金を

実現させているのが、皆さまからのロータリー財

団へのご寄付です。 

 

【ロータリー財団の組織図】 

・資金推進委員会…資金推進を促し、寄付への理

解を求める 

・補助金委員会…地区補助金、グローバル補助金

の活用の推進 

・職業研修チーム委員会…重点 6 分野を中心とし

たプロジェクトの立案と実施 

・ポリオ・プラス委員会…ポリオ撲滅に対する啓

蒙活動と理解を求める 

・奨学基金・平和フェローシップ委員会…奨学生・

平和フェローの派遣 

・資金管理委員会…公金であることへの位置づけ

を監視、監督 
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次回例会 

 第 3085 回 ’16 年 11 月 25 日（金） 

卓話担当：松崎安孝君 

演  題：「医師とはどんな職業か」 

※12月 9日の坂井裕君と入れ替え 

 

【寄付で昨年できたこと】 

1.地区補助金総額…203,661 ㌦（1 ㌦ 124 円換算

56クラブ実施（3年前の年次基金と恒久基金利

息分より換算） 

2.ＶＴＴ（職業研修チーム）…総額 57,592㌦（グ

ローバル補助金＋国際活動資金）D3410（イン

ドネシア・ジャカルタ）「院内感染の予防管理」 

日本より 7人のメンバー派遣 

3.ポリオ・プラス委員会…ＷＦＦ（ワールドフー

ド＋ふれ愛フェスタ）にてアドボカシー（啓蒙

活動）を実践。70,000 人の多くの来場者より

募金活動に賛同され、ポリオに対する理解を深

めた。 

4.ロータリー平和フェロー…宇治川貴史（豊田中

ＲＣ）ウプサラ大学 2016年 8月～18年 6月 

5.グローバル補助金奨学生…83,542㌦（グローバ

ル補助金 3名総額） 

・白石直（名古屋名東ＲＣ）グラスゴー大学「疾

病予防と治療」2016年 7月～17年 9月 

 ・金谷英典（瀬戸ＲＣ）イーストアングリア大

学「経済と地域社会の発展」2016年 9月～17

年 9月 

 ・早瀬竜也（名古屋南ＲＣ）ブランダイス大学

「平和と紛争予防／紛争解決」2016年 9月～

17年 12月 

 

【ロータリー財団の昨年度のデータ】 

＜世界から見た日本＞ 

・年次寄付…日 本 11,916,197㌦（9.79％） 

（全世界 121,684,630㌦） 

・恒久基金…日 本  1,324,402㌦（7.97％） 

（全世界 16,600,161㌦） 

＜国内状況：34地区平均値＞ 

・会員数 87,569名（2016年 6月 30日現在） 

・年次基金地区目標…8,402,632㌦ 

・１人当たりの年次基金…36.08㌦ 

＜当地区データ＞ 

・昨年度地区年次寄付…会員 4,756名 

1人当たりの年次基金 152.24㌦ 

・年次基金 724,062 ㌦、ポリオ・プラス 49,882 ㌦、

恒久基金 53,758㌦ 

・昨年度の年次寄付ゼロクラブ…ゼロ 

 

【今年度の目標値】 

世界目標…3億ドル(年次基金１億 5,000万㌦) 

Ｒ平和センター大口寄付推進…１億 5,000万㌦ 

 

今年はＲ財団 100 周年であり、

26 ドル 50 ㌣のきっかけが今では

１億ドル以上の資金を扱う奉仕団

体になったことは、120 万人を超

える同士の皆様が胸を張って「世界でよいことを

しよう」と言える団体となっています。 

 

誕生日祝福（11月） 

山田勝弘親睦活動委員長 

 

堀田 力男君（ 8日）  高木 輝和君（12日）  

後藤  務君（15日）  根﨑 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）  佐藤 敬治君（16日）   

加藤 隆朗君（18日）  根﨑 健一君（23日）   

三谷 栄一君（25日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

ロータリー財団100周年

加藤則之副会長 

PHF認証をいただいた田中正明君 

ポリオ募金の報

告は、伊藤基青

少年奉仕委員長 ピアノ演奏の  ソングリーダー 

横井知代君    山田公男君 

※11月 17日のゴルフ会は紙面の都合で次号に掲載します 

寺島淳一国際奉仕委員長より

台北滬尾 RCとの締結更新報告 
 

司会は幅辰雄会場委員 


