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本日の行事予定（2019 年 11 月 8 日） 

第 3213 回例会 

 

卓話担当：飯村理社会奉仕委員長 

演  題：地区補助金事業『ベトナム訪問』 

報告 
 

 
 

先回の記録（例会） 

第 3212回 ’19年 11月 1日（金）晴れ 

卓話担当：加藤則之 R 財団委員長 

講  師：地区補助金委員 浅井彦治君 

演  題：ロータリー財団の多様性について 

ロータリーソング  「四つのテスト」 

ソ ン グ リ ー ダ ー  野尻 栄一君   

ｹﾞ ｽ  ﾄ  2019-20年度米山奨学生 

何 月琦さん 

会 員 総 数  61名   10月 4日例会分訂正 

出席免除会員  18名   欠 席 会 員     10名 

本日の出席率 74.19％  訂 正 出 席 率 96.55％ 

超 過 出 席  

三谷栄一君（米山カウンセラー研修会） 

 
 

会長挨拶 
伊藤幸蔵会長 

いよいよ 11 月とな

りました。 

今年度も 7 月からの

4ヶ月過ぎ、早いもので

3分の 1が過ぎました。

時の経つスピードにび

っくりしております。

歳のせいか時間の流れが、加速度的に感じます。 

今日はお天気も良く、9月下旬ころの気温だそ 

うですが、11 月は「霜月」と言われております。 

「霜月」は旧暦の読み方ですが、新暦の 11月に

も使われるそうです。本格的に寒くなり、平野部

にも霜が降りる頃であることからこの名前がつき

ました。 

 今日から来年の 3 月末までは重ね着などをして

暖かな服装を心がける期間であります。防寒イン

ナーにお世話になるのがしばらく続きます。 

ついこの前まではクールビズだったばかりです。

クールビズは有名ですが、ウオームビズというの

もあります。「ウオームビズ」とは平成 17年から

行っている省エネキャンペーン。当初は暖房温度

を 20℃程度に抑えても快適に過ごせるような服

装を呼びかけるものでした。 

しかし、近年では服装だけでなく、衣食住にわ

たる工夫を提案しています。例えば、余分な暖房

を止めて、みんなでひとつの部屋、場所に集まる

ことでネルギーを節約するのが「ウォームシェア」。

個別の部屋の暖房は止めて街へ出かけて、図書館

や博物館、児童館などの公共施設、レクリエーシ

ョン施設などを利用すれば、全体としてエネルギ

ーの使用量を抑えることができます。 

山々が紅葉で赤や黄色になり、やがて枯葉とな

って、落ち葉の季節です。 もの寂しく感傷を覚え

ます。 木枯らしが吹い

て外は寒くても、あっ

たかい家族とあったか

い鍋でも囲んで、身も

心もあったまりたいも

のです。 
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幹事報告 
杦田勝彦幹事 

１. 本日、米山奨学生何月  

琦さんが出席されていま

す。後程奨学金を会長から

お渡し頂きます。 

２. 本日、午後 6時から青

少年奉仕委員会を魚しま

にて開催します。 

次年度インターアクトク

ラブ年次大会に向けての打合せをしますので、委

員の方は御出席をお願いします。 

３. 11/7㈭は一宮ＲＣ創立 70 周年記念例会が行

われます。篠田廣ガバナー補佐、山田勝弘分区

幹事、伊藤幸蔵会長、私の 4名が出席します。 

４. 本日「台北滬尾ＲＣの会報」と「財団室ニュー

ス 11 月号」「陸前高田応援コンサート in 建中

寺講演とジャズの集い」を回覧しています。 

５. 本日の配付資料は次のとおりです。 

・ロータリーの友 11月号 

・1月 24日（金）職場訪問例会の案内 

・尾西ロータリー主催のエンド・ポリオチャ

リティーピアノリサイタル＆トークセッショ

ンのチケットが残り 21枚残っています。ご利

用の方は事務局までお声がけください。 

・地区大会の御案内及び名札とパンフレット 

６. 本日、例会終了後理事会を開催します。該当

の方は御出席下さい。 

 

 

ニコボックス報告 第 3212回分 

浅井賢次ニコボックス委員 

伊藤幸蔵会長、田中正

明副会長、杦田勝彦幹

事 ①地区補助金委員

の浅井彦治君をお迎え

して②加藤則之君、本

日の卓話よろしくお願

いします③本日のゲス

トに米山奨学生の 何

月琦さんをお迎えして 

伊藤幸蔵会長、杦田勝彦幹事、相羽あつ子君、

伊藤聖年君、伊藤哲朗君、稲川明俊君、神谷里

明君、加東育郎君、坂井裕君、野々山勝也君、

野尻栄一君、幅辰雄君、水野憲雄君、安江正博

君、山田勝弘君、山田公男君、山本達彦君 首

里城全焼、とても残念です。早く再建されること

を祈ります。 

飯村理君、佐藤敬治君、矢田潔君 ①地区補助

金委員の浅井彦治君をお迎えして②加藤則之君、

本日の卓話よろしくお願いします③本日のゲスト

に米山奨学生の 何月琦さんをお迎えして 

余郷達也君 心の洗濯の旅にしばらく出ます。 

加藤則之君 本日、財団月間で卓話を担当し、

地区の浅井彦治さんに大変お世話になります 

宇佐美三郎君 昨日をもって津島商工会議所会

頭を辞しました。長い間ありがとうございまし

た。 

浅井賢次君 四国八十八ケ所お遍路 23カ寺無事

巡拝し、しみじみ幸せに過ごす事を悟り感謝して

帰りました。②鳴門ロータリー例会変更で出席出

来ず残念でした。 

浅井彦治君 加藤君のおかげで卓話をさせてい

ただきます。 

小林啓子君、相羽あつ子君、河西あつ子君 伊

藤会長からペンダントを頂きました。ありがとう

ございます。 

堀田正裕君、伊藤雅昭君、小林啓子君 その他 

 
 

卓 話 
卓話担当：加藤則之 R 財団委員長 

講  師：地区補助金委員 浅井彦治君 

演  題：ロータリー財団の多様性について 

ロータリー財団月間にあたり財団の多様性につ

いてお話します。 

時間も限られている中での事でもありますので

詳細な説明は省かせて頂く事も有りますが宜しく

お願いいたします。 

ロータリー財団は寄付者の税法上の優遇措置を

与えるために正式名称は「国際ロータリーのロー

タリー財団」です。 

国際ロータリーとは独立した別法人です 

国際ロータリーは職業人の地域社会のリーダー

のネットワークを通じて人々に奉仕する事で世界

理解、親善、平和を推進する事です。 

ロータリー財団とは人々の健康状態を改善し、

教育支援、貧困救済を通じて世界理解、親善、平

和を達成できる様にする事です。 
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ロータリー財団は国際ロータリーの承認の上目

標を実現する事になります。 

組織的には 15人の管理委員のうち 4名が元Ｒ

Ｉ会長であり会長エレクトにより推薦されＲＩ理

事会で選出されます。 

国際ロータリーは会費で、ロータリー財団は寄

付を通じて支援されています。 

ロータリー財団はロータリーの人道的プロジェ

クトである 6つの重点分野①平和構築と紛争予防

②疾病予防と治療③水と衛生④母子の健康⑤基本

的教育と識字率向上⑥地域社会の経済発展を基に

「世界で良い事をする」ための基金として生まれ

ました。 

1917年に歴史的には 7代目のＲＩ会長のアー

チ・Ｃ・クランフにより提案されたもので数か月

後にミズーリー州カンザス・シティーＲＣから

26ドル 50セントから始まり 1930年にポールハ

リスが名前を伏せて 500米ドルを寄付し身体障害

児童保護国際協会への寄付する事を要望したこと

が有名です。その後 1931年に信託組織になりま

した。ロータリー財団は世界に一つであるべきで

す。7協力団体からの寄付や奉仕活動の面からロ

ータリアンの優遇措置の受けることができる国々

に限り協力財団（オーストラリア、ブラジル、カ

ナダ、ドイツ、インド、日本、英国）が有りま

す。 

2011年公益法人ロータリー日本財団が認定され

ました。 

日本の場合はロータリー財団の資金の使われ方

は 

① 年次寄付金は 3年間、資金として運用し、運用

益は財団運営費に使われる。 

元金は 3年後半額が地区財団活動資金、半分が

国際財団活動資金として戻されてます（シェア

システム）。 

② 恒久基金は元金は使わず運用益のみを地区と

財団で使う。 

③ ポリオプラス、ロータリー平和フェローシップ

他の重点分野に対する寄付は指定の事業に全

額使われる。 

④ グローバル補助金へのクラブからの寄付金と

国際財団活動資金が 50％上乗せになり地区補

助金とグローバル補助金を使うことができる。 

ロータリー財団のプログラムは 

① ポリオプラス②ロータリー平和センター③補

助金プログラム 

補助金は地区補助金、グローバル補助金の二つ

で人道奉仕プログラム、奨学金、職業研修チーム

の三つの活動からなります。 

2018年度の国際ロータリーの総資産はおよそ

日本円で 150億（1億４０１０万ドル）、ロータ

リー財団は 1100億円余りという報告が来ていま

す。 

その財団についての評価は 4つ星の評価でプロ

グラムに活用されている資金は 92％となってい

ます。 

当ロータリーにおける国際財団活動資金事業に

もロータリー平和フェロー水野ショウ真希さんは

2010年 12月～2012年 7月オーストラリアのクイ

ーンズ大学で学びました。 

2017年の滬尾ロータリークラブ他 6クラブと

の間で津島ロータリークラブも「台湾の先住民へ

の教育支援」としてグローバル補助金事業を行い

ました。 

津島ロータリーにおいても継続して地区補助金

事業としての多くの事業が行われています。 

先日のベトナムへ出向いたベトナム社会主義共

和国 児童就学率向上支援事業も地区補助金事業

として大変有意義な内容だったと思います。 

2760地区の 2019-20の地区補助金は５１件で

総額 3065万円でした。まだまだ財政的にも余裕

があるなか色々なアイディアで多くの事業を地区

から発信出来ると思われます。 

そんな各ロータリーの事業が地域にインパクト

が有る形で喜ばれる事が財団の目的である地域で

の多様性を受入れて「世界で良い事をしよう」

（Ｄｏｉｎｇ Ｇｏｏｄ ｉｎ ｔｈｅ Ｗｏｒ

ｌｄ）に繋がって行く事になるのだと思います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

より詳しく知りたい方は資料がありますので

事務局にお越しください。 

ロータリー財団奨学生の故緒方貞子さん 

ロータリー平和フェロー 

水野ショウ真希さん 
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次回例会 

第 3214回 ’19年 11月 15日（金） 

卓話担当：高木輝和君 

演  題：The アフリカ ポツンと一軒家 

レソト王国 

お知らせ 

 

 

 

 
誕生日・結婚記念日祝福（11月） 

山本達彦親睦活動委員長 

余郷達也君（ 1日） 

堀田力男君（ 8日） 

高木輝和君（12日） 

後藤 務君（15日） 

神谷里明君（27日） 

前田昭生君（28日） 

 

 

夫  人 

山田勝弘夫人（11日） 

結婚記念日 

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） 三谷 栄一君（25日） 

 
その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 職場訪問例会「中電ウイング見学会」 

伊藤聖年職業奉仕副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ポール・ハリス・フェローの認証状及び

バッジの授与 

       浅井彦治地区補助金委員 
 

■ 西尾張分区 2019-20 年度ＩＭ 

田中正明ＩＭ実行副委員長 

 

 

 

 

 

■ 青少年奉仕委員会  

幅辰雄青少年奉仕委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ ＷＦＦ  

山田勝弘西尾張分区幹事 

 

 

             

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■クリスマス家族例会試食会 

 と き： 11月 18日（月）18：00 

 ところ： ホテルナゴヤキャッスル 

 

■休会  

 11月 22日（金） 定款８－１ 

米山奨学生の 

何月琦さんに 

奨学金を手渡しました。 

職場訪問例会が、2020年 1月 24日（金）

に中電ウイングにて実施されます。 

商工会議所よりバスで出発します。 

杦田勝彦君 山田勝弘君 

2020年 2月 8日（土）に

名鉄ニューグランドホテル

にて西尾張分区ＩＭが行

われます。 

11月 1日（金）に魚しまで

開催され、ＩＡＣ年次大会

の実施計画等について話し

合われました。 

 

ＷＦＦの収支について 

簡単な報告がありました。 


