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第 16 回

〜 ロータリー財団月間（11/2 〜 8 世界インターアクト週間）〜

唱
席

君が代、奉仕の理想
会員 55 名（出席率算入人数 41 名）
出席 39 名 出席率 95.12％
前々回補填率 95.56％
（10 月 24 日分）
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会長 あい さつ


会長 入谷 直行さん
10月24日の例会は初めて休ませ
ていただき、和合のゴルフ友達4
人と北イタリアへゴルフに出かけ
ました。イタリアはサッカーの国
なので、ゴルフはマイナースポー
ツです。しかし、ミラノの少し下
のロンバルディア地方の辺りには
結構沢山のゴルフ場がありまし
て、ゴルフ場としての整備は、アメリカの有名コー
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■ 会報・雑誌・広報委員長／川瀬

FAX.052-586-2054

2017-18年度 国際ロータリー会長 イアンH.S.ライズリー

スに全く及びませんが、丁度紅葉が始まったシーズ
ンでしたので、そんなに悪くはありませんでした。
我々ゴルフ好き4人で、50数年、西へ東へと交互
に出かけましても、観光はあまりせず、いつも大き
なトランクとキャリーバッグを持っていくので、大
型の車を借りてゴルフ場を7～8つ位回ります。ほと
んどの所が左ハンドルで右側通行ですので、時々、
右左折時に反対車線に入りそうになることがあった
りもします。レンタカーもほとんど飛行場内で借り
られるので、利用しやすい状況になっています。
初めての場所を運転する上で、一番役に立ってい
るのがGoogle Mapです。簡単にアプリから開けまし
て、どこの国へ行こうが全部日本語で案内してくれ
ます。以前カーナビも無い頃は、パソコンからプリ
ントしてそれを見ながら運転していましたが、その
後にカーナビが出て便利に使っていましたが、今の
Google Mapは更に便利で本当に感心しています。
ヨーロッパは、中心部から外れますと、交差点が
ほとんどラウンドアバウトで、交差点の周囲を周る
ようにして何番出口から出るという形で信号があり
ませんので、ほとんど事故もありません。よく考え
られたスタイルだと思います。
海外へ行きますと、キャディーをつけることが
ほとんどありません。今までつけた記憶があるの
は、ロサンゼルスカントリークラブというビバリー
ヒルズのど真ん中にあり、メキシコ人のハウスキャ
ディーをほぼ無条件につけるという所でした。アイ
ルランドのバリーバニオンという有名なコースがあ
りますが、ここはコース内が迷路のようになってお
り、キャディー無しでは難しい所でした。また、フ
ロリダのストリームソングは、採石場跡をゴルフ場
にした所で、ここもどこへ行っていいか分からない
のでキャディーをつけました。世界の色々な所へ
行っていますと、色々な経験をさせていただいてお
ります。個々のゴルフ場の色々なコースについて
は、またおいおい紹介をさせていただきたいと思い
ます。

幹

事

報

告


幹事 加藤 英敏さん
1. 理事会決定事項としては、ロータリー希望の風奨学
金は、東北震災時にスタートしまして、昨年は別途
50,000円程度を集めて寄付をしておりますが、本年
はニコボックスより出す事に決定致しました。
2. 本日出席袋に、今週の地区大会の名札と当日の案
内が入っていますので、ご確認お願いします。
3. 第6回日台ロータリー親善会議の案内が届いてお

悟

ります。来年3月1日でございます。ご興味のある
方は、事務局までお申し出ください。
4. 来週21日は休会ですので、お間違いのない様にプ
ログラムのご確認をお願いします。
5. ホテルへの例会の食事数の件ですが、昨年度は約
30万円分を捨ててしまっている状況です。10月ま
でに、去年は23食の発注後の欠席があり、今期も
同数でした。これから会合が続きますので、出欠
の徹底をしていただければと思います。

ニコ ボッ クス
本日、ロータリー財団の卓話でお邪魔しました。
よろしくお願いします。

地区ロータリー財団委員会

委員長 中村 公彦さん
◆ 地区ロータリー財団委員会委員長中村公彦さんを
お迎えして。
◆

加藤 英敏さん
新原
尚さん
三島多恵子さん
坂田 信子さん
三浦 和人さん
白藤 憲雄さん
江松 央統さん
久納 征人さん
朝比美和子さん
大橋さなえさん
木下 福郎さん
本日合計

細井 俊男さん
佐々木 暢さん
安藤
修さん
牧野 好弘さん
佐々木元彦さん
犬飼りさ枝さん
上田 正秀さん
中村
勝さん
長尾 浅吉さん
筧
惠理さん

55,000 円

累計

本多 利郎さん
鈴木 清詞さん
水野 俊男さん
森田敏二三さん
川瀬
悟さん
髙橋
司さん
神田 広一さん
入谷 直行さん
三浦
隆さん
小野 雅之さん
797,000 円

I . M . P R

域のロータリアンが一堂に会する貴重な機会でござ
いますので、是非ともみんなで懇親を深める場にし
ようじゃないかという事が非常に強調されておりま
す。
私ども実行委員会と致しましても、そういったガ
バナー補佐のお気持ちが実現しますように、また心
温まる良い会になりますように、準備を進めている
ところでございます。そこに、各クラブの皆さまの
ご支援やご助言をいただければ、鬼に金棒だと思っ
ていた所ですが、当クラブに於かれましては、全員
登録という事で、まさに100人の味方を得たような
気持ちです。本当にありがとうございます。IMは、
来年2月21日でございます。1人でも多くの方々に足
をお運びいただき、お楽しみいただきますよう、私
どもは心よりお待ち申し上げておりますので、どう
か宜しくお願いを申しあげます。

委 員 会 報 告
■米山記念奨学委員会 副委員長 坂田 信子さん
委員長が欠席のため、奨学金を会長にお渡しいた
だきたいと思います。宜しくお願い致します。



西名古屋分区 ガバナー補佐 宮崎
薫さん
10月中旬に、13クラブの公式訪問が終わりまし
た。ご協力ありがとうございました。神野ガバナー
からは「4回まわれ」と言われておりまして、実は
もう2ラウンド目に入っており、IMのお願いにま
わっております。
この名南RCさんでは、会長の気持ち良いご承諾
で、全員登録をいただいておりますので、お願いす
る事はもう無いのですが、折角ですのでIM実行副委
員長の玉木くんと、IM広報担当の中山くんの話を聞
いていただきたいと思います。


IM 実行副委員長 玉木 大介さん
実行委員会ではPR委員会がありまして、今日は委
員長がお見えですので、口上の方は中山委員長から
お願い致したいと思います。

IM広報担当 中山
理さん
IMはインターシティミーティング、都市連合会な
どと言っていますが、地区大会等に比べればややフ
ランクに意見交換ができ、親睦も深まる大変貴重な
機会だと思います。席上にIM関連のパンフレットも
用意してありまして、そちらにも宮崎ガバナー補佐
のコメントもございます。特に今回のIMにつきまし
ては、具体的な奉仕活動に直接結びつくような勉強
をしようじゃないかという事。もう一つは、この地

ロータリー月間委員会卓話
■卓話者ご紹介
 ロータリー財団委員会 委員長 犬飼りさ枝さん
今月はロータリー財団月間です。皆さまの出席袋
の中に寄付のお願いを入れさせていただきました。
今日は大変お忙しい中、地区ロータリー財団委員長
の中村公彦さんにお出でいただいて、ロータリー財
団のお話を色々知っていただき、いかに皆さまから
いただく寄付が役に立っているかをご理解いただ
き、より多くの寄付をしていただけるように、宜しく
お願い致します。
寄付の依頼金額が150ドル以上という事で、でき
ましたら日本円で18,000円以上をお願いしたいとい
う事です。ロータリー日本財団への送金の関係上、

11月28日（火）までに入金をお願い致します。

地区ロータリー財団委員会

委員長 中村 公彦さん
ロータリー財団は昨年100周年
の節目を迎えました。今日のテー
マは「ロータリー財団の次の100
年に向けて」という事で、財団は
永遠と私個人は思っております。
ロータリー財団100周年という事
で、昨年度は、1人頭の年次寄付
額を180ドルという大きな数字を
掲げさせていただきました。名南RC様においては、
131.53ドルという事で、ご理解をいただきありがと
うございました。100周年という節目の中で、各ク
ラブが色々な事業をやられたりして、100周年のお
祝い事としてご理解いただいた事は、非常に大きな
実績になりました。本年度は、1人頭150ドルという
数字が掲げられておりますが、まずはご理解をして
いただく事が第一優先だと私は思います。
今日は、ロータリー財団の認識について、寄付に
ついて、地区ロータリー財団が何をやっているのか
についての3本立てで話をしたいと思います。本年
度のRI会長イアン･ライズリーさんは、ロータリー
財団をベタ誉めしています。ロータリー財団で集め
たお金が非常に素晴らしい功績を得られており、
アーチ･クランフさんが掲げられた26ドル50セント
というのが母体になり、今1億ドル以上のお金が集
まる大きな団体になっています。
地区のロータリー委員会の組織ですが、私の所属
しているロータリー財団委員会は、総勢41名で、
ロータリー財団委員会が、正･副委員長と、会計長
の計5名、兼務者になりますが資金管理委員会とい
う一番上の委員会がございます。補助金委員会の活
動事項を内部監査するような所です。資金推進委員
会は、皆さまからいただいた寄付の浄財は3年後に
年次基金という形で戻ってきますが、それをご理解
いただいて出していただいて、それを啓蒙する活
動をしている所です。補助金委員会は、グルーバ
ル補助金と地区補助金のアドバイスができる委員
会です。ポリオ･プラス、VTT委員会は、一昨年ま
で別々の委員会でしたが、今年度は1つになりまし
て、ポリオ撲滅をするための啓蒙をする委員会、並
びに職業研修チームと言われる重点6分野を含めた
行為を職業研修を兼ねて支援をするチームの委員会
です。奨学基金･平和フェローシップ委員会は、グ
ローバル補助金を使った奨学金を活用した奨学生の
事業、並びに平和フェローを送り出す事業を運営し
ている委員会です。
さて、ロータリー財団は、101年目を迎えてどう
いうスタンスでいるのかというと、私は大きく4項
目になると理解しております。まず1番目は、ポリ
オを撲滅するというのが第一優先項目になっており
ます。2番目は、年次基金や恒久基金に対して皆さ
まにご理解をしていただく事です。年次寄付は3年
後に年次基金という形で当地区に100%戻ってきま
す。恒久基金は利息分がこちらの地区に戻ってきま
す。これを使って、2760地区の各クラブが地区補助
金やグローバル補助金を使った運営事業に充てる事
ができます。こんな素晴らしい仕組みはないと理解
しています。ぜひ活動していただきたいと思いま
す。3番目は、ロータリーファミリーの活動を支援

する事です。インターアクト、ローターアクト、ラ
イラ、ライジャック等色々な委員会とロータリーと
の接点は希薄になりがちですが、ロータリーファミ
リーの活動を理解していただき、それに対して支援
をお願いしたいという事です。最後は、マイロー
タリーです。神野ガバナーは、入会3年未満の方は
100%、各クラブは平均50%以上と高い数字を掲げ
られております。マイロータリーの登録をする事が
目的ではなくて、マイロータリーの登録をする事に
よって色々な情報が取れますので、ぜひ登録をして
いただきたいと思います。
ワールドフードふれ愛フェスタは、10月14日・15
日と行われました。皆さまのご協力本当にありがと
うございました。この事業もポリオ撲滅事業の資金
にあてられております。今年度はフィリピンとポリ
オ撲滅にお金があてられております事はよくご存知
だと思います。皆さまが買われたチケット2,000円分
の内400円は支援事業にあてられております。ポリ
オ撲滅に対しての今の実態ですが、常在国といわれ
てる国は2つあり、パキスタンとアフガニスタンで
す。昨年の同時期よりも減っている状況で、今年度
は12症例となっております。ポリオの件でもう1件
ですが、ロータリーで集めたお金に対して、メリン
ダ&ビル･ゲイツ財団は2倍を出すという事で、ビル･
ゲイツ財団の一昨年度はロータリーの2.6倍出してい
ます。色々な意味で、このビル･ゲイツ財団とのタ
イアップも大切ですが、ポリオ撲滅までもうすぐそ
こまできています。ぜひともご理解ご協力を賜りた
いと思います。
ロータリーカードの話ですが、昨年1年間、マス
ターカードではゴールドカードとスタンダードカー
ド総額851万6,000円、ビジネスカード137万円、ダイ
ナーズカード61万3,758円、総額約1,000万円がポリ
オに回っており、使われた金額の0.3%だから大した
事ないと思われがちですが、これは大きな数字で、
ちょっとした物にこのカードを使われると、実は大
きな寄付に繋がる事をご理解いただければと思いま
す。
2015～2016年度の会計の年次報告ですが、収入は
総額約1億ドル、その3分の2が会費で、非常に大き
なウエイトを占めている事をご理解してください。
ロータリー財団は、支出全体の約40%がポリオ撲滅
に使われております。グローバル補助金で7,000万
円、地区補助金で2,600万円です。約4割がポリオ･プ
ラスに使われている事をご理解お願いします。2016
～2017年の2760地区の会員数が4,783名で、その内
の689名は、個人の名前で寄付がされていない方で
す。新しく入られた方は無いかもしれません。また
クラブによっては、一括でロータリー財団に寄付を
されているクラブがあります。このような実体があ
ることもご理解していただきたいと思います。
あと、先ほど言いましたように、3年前に年次寄
付されたものが、年次基金になります。また、恒久
基金の利息分を100とした場合です。私の記憶です
とこれが総額で約8,000万円とご理解してください。
地区活動資金が半分の4,000万円、国際活動資金が
4,000万円という枠になります。その内、地区補助金
が2,000万円、グローバル補助金が2,000万円という形
で、これはシェアシステムという、当時からできた
未来の夢計画という新しいシステムです。3年前に
出したものは3年後に戻るという一つの流れになっ

てございます。この地区補助金が2,000万円、グロー
バル補助金が2,000万円という形でございますけれど
も、実はグローバル補助金は、海外事業で、国際活
動資金という形で合わせることができ、最大75%地
区で使うことができます。
ポリオ･プラス、VTT委員会は4月～5月GWに、
ネパールのカトマンズに疾病予防と治療という形で
グローバル補助金を使った事業で行ってきます。神
野ガバナーと私も同行して行ってくる予定もあり、
これも重点6分野の1つの事業として、毎年旧VTT委
員会からずっと継続している活動となります。1月
には向こうからも来られる予定も聞いております。
色々なこういった活動もできるだけ皆さまにPRでき
ればと思います。
最後に、ロータリー財団はお金を集める団体では
なく、世界で良いことをする為の3年後には戻って
来る貯金というようなご理解をしてください。ま
た、今年度150ドルという目標数字を掲げておりま
す。またポリオに対しても1人頭30ドルというのを
地区目標では掲げてございますが、まずは150ドル
の目標に対してクラブはご理解をしていただければ
と思います。全世界で120万人強のロータリアンメ
ンバーがおります。その中で多くの人を助ける為の
団体であり、苦しい方、手を差し伸べられたい方に
笑顔を作るのがロータリーではないかと思います。
ご静聴ありがとうございました。

第 1243 回例会（12 月 5 日）のご案内
年次クラブ総会

■ 11 月度理事会

議事録 ■


日
場

報告者 安藤
修さん
時 2017 年 11 月 14 日㈫  17：30 〜
所 名古屋マリオットアソシアホテル
51F『マーキュリー』
出席者 入谷、鈴井、朝比、加藤、細井、
三島、安藤、鈴木、白藤、中西、
本多、江松、犬飼、川瀬

17名中14名参加
◎審議事項
一、なし
◎協議事項
一、1/9 新年ゆったり例会の件

＜親睦活動・家族委員長 江松
・昭和区 ザ・ナンザンハウス
11 月 28 日 会員へ配布

央統さん＞

◎報告事項
一、3/13 職場例会見学場所の件

＜職業奉仕委員長 伊藤
・見学場所 久米工業㈱ 豊田工場
交通手段は貸切バスとする。

圭一さん＞

一、12 月〜 1 月度プログラムの件
 ＜会場運営・プログラム委員長 本多
主な予定
・12/5
年次クラブ総会
・12/12 忘年家族会
・1/9
新年ゆったり例会

利郎さん＞

一、例会食事残数の件

＜幹事 加藤 英敏さん＞
・現在まで 23 名分 11 万円の食事の無駄があり
一、ロータリー希望の風奨学金の件

＜会長 入谷 直行さん＞
・昨年度は皆さまより集めさせていただいたが、
今年度はニコボックスより 5 万円送金する。
※次回のご案内
次回 12 月度理事会
12 月 5 日㈫  17：30 〜
名古屋マリオットアソシアホテル
17 Ｆ「パイン」

