
Rotary Opens Opportunities

第 2072 回例会　2020.11.26　晴　司会　鯨井会員

　ロータリーソング　「手に手つないで」

◎本日の出席状況

　出席：27 名（23 名）中　16 名　69.57％

　欠席：伊東・平山・大家・藤代・長野・斉藤（英）・輪湖・（相澤・柴田・藤井・山口）各会員

中村幹事・幹事報告

コロナ関連情報提供・三須会員

委員会報告・山本社会奉仕委員長

「積み立て」について・岡田会員
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遠田会長

　皆様こんにちは。プロ野球“日本シリーズ”はソフトバンクホークスが４連勝し、２年連続で読売ジャイ

アンツを下し、あっけなく幕を閉じてしまいました。ホークスの“勢い”を感じさせられる試合展開でした。

それに比べると巨人は少々元気がなかったですね。佐々木会員残念でしたね。さて新型コロナウィルス感染

者は世界で 6000 万人を超えたということです。我国でも感染拡大により“GoTo…”が規制され、また“不

急の外出自粛”が望まれてきました。11 月 20 日のコラムより、インターネットの検索サイトに「小へん」

と入力してみる。するとアシスト機能に「小へんに寸」「小へんに真」などと出てくる。忖や慎といった字

を調べるのに、左側の「りっしんべん」を「小へん」と入力して探した人がいることを示している。りっし

んべんは漢字では立心偏。心を立たせると書くが、慎などの字をよく見れば「心」より「小」のほうがよほ

ど似ている。以前そんなふうに思ったのを、東京都の小池百合子知事の記者会見をテレビで見ながら思い出

した。新型ウィルス対策で、会食事の留意点として「五つの小」をあげた。“小人数、小一時間程度、小声、

小皿（に料理を分ける）、小まめなマスク着用、換気、消毒…経済との両立をめざすコロナとの戦いがここ

にきて劣勢に傾く。昨日も全国の感染者が 2000 人を超え最多を更新した。そもそも感染爆発に至れば、経

済の基盤が壊れてしまう。ウィルスの封じ込めに再び強い策が必要かという局面にあって、「五つの小」の

徹底は飲食業を維持し、働く人たちを守るための背水の陣だろう。小して、と書いて“こころして”と読ん

でみる。

　忘年会シーズンを迎え充分“こころして”臨みましょう。

中村幹事

1．2021 年台北年次大会登録料について

　・早期登録による割引（365 ドル）の最終日の変更（延期）

　　2020 年 12 月 15 日が 2021 年２月 15 日に変更されました

２．「第２回ブラッッシュアップセミナーのお知らせ」

　　回覧致します、来年度の予定が決まりましたので参加希望者は記入してください。

３．国際ロータリー 2020 年決議審議会　決定報告書について

　　2020 年 10 月 15 日から 11 月 15 日までの間、国際ロータリーの決議審議会がオンライインで行われまし

た。RI 細則により審議会の決定報告書が送られてまいりました。

　　回覧致しますのでご一読下さい。

　　尚、採択された制定案に反対する場合は書類の提出期限は 2020 年 12 月 23 日までです。

◎各委員会報告

　社会奉仕委員会

　三須会員より情報提供（コロナ関連）

会 長 挨 拶

幹 事 報 告



　　　　本日の卓話

 財団・米山統括委員長　岡田　敏男　

「通帳制度について」

１．積立金制度の始まりは：1985 年７月の理事会にて、当時の財団委員長より

　　「ポールハリスフェローの寄付金奨励のため、全会員通帳を作り、ポストに入れ毎月第一例会に預金す

る」との提案があり承認されました。（幹事記録より）

　　注）創立 1977 年６月創立の

　・当クラブで財団寄付第１号は：1981 年 11 月に安間・吉橋・福水会員の３名

　　※当時のロータリーレートは１ドル 245 円でした。

　・米山功労者第１号は 1986 年６月に安間会員（当時の寄付金は 30 万円でした）

「クラブ認証クレジット」の会員への委譲について

　　開始は 1997 年６月より

 ２．創立以来、ニコニコボックスの収益金をクラブ扱いとして財団・米山に寄付していました。

　　寄付のパーセンテージはその年度で決めました。（創立当初は財団 25％・米山 25％）

　　その時点でクラブのロータリー財団認証据え置きクレジットが 46,000 ＄（現在はポイントと表現され

る）ありました。

　　このクレジットを現会員 46 名に分配して、寄付の呼び水にしようと考えられ、検討の結果、

　　入会 15 ～ 20 年未満の会員 11 名に１名 1,500 ＄

　　入会 10 ～ 15 年未満の会員 ６名に１名 1,300 ＄

　　入会５年～ 10 年未満の会員９名に１名 1,000 ＄

　　入会０年～５年未満の会員 20 名に１名　635 ＄の補填を行いました。

　　※入会順に配分したのは、古い会員はニコニコへの貢献度が高いからとのことです。

　　※時々お配りしている「船橋東RC会員ポールハリスフェロ・マルチプル・ベネファクター・米山功労・

その他取得一覧表」の備考欄に記載してあります。

　地区内での財団・米山の個人特別寄付金が多いのも、通帳制度により知らず知らずに積立金が増え寄付出

来るからと思います。

　尚、一度積立通帳に入れたお金は、退会時にも返金できません。

　現在は「奉仕活動協力金」項目に入れ、クラブ理事会によりその使用方法が決められます。

 



= Rotary Quizzes =
 出題者：会長　遠田　毅　

１．ロータリー・クラブは西暦何年どこの国で創立されましたか？

　　Ａ：1905 年　アメリカ

２．ポール・ハリスの職業は何ですか？

　　Ａ：弁護士

３．世界で最初に設立されたシカゴ RC の初代会長は誰ですか？

　　Ａ：シルベスタ・シール（石炭商）

４．ポール・ハリスが 1905 年の２月 23 日に初めて会合を開いたときの人数は日本人を含めて何人でした

か？

　　Ａ：４名

５．ロータリー史上、日本人で最初にロータリアンになった人は誰でしょうか？そしてどこのクラブの会員

だったでしょうか？

　　Ａ：福島喜三次（キソジ）ダラス

６．国際ロータリー世界本部はどこの市にありますか？

　　Ａ：シカゴ郊外のエバンストン

７．ニコニコ BOX の起源は 1905 年第３回の例会ですが、当時はこれをなんと呼称したでしょうか？

　　Ａ：ファインボックス

８．四大奉仕部門とは何ですか？四つ挙げてください。

　　Ａ：クラブ奉仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕

９．クラブ会長はいつの選挙で決定しますか？

　　Ａ：就任年度の 18 ケ月～ 24 ケ月前の間

10．クラブ会長エレクトのための研修会をなんと呼びますか？

　　Ａ：会長エレクトセミナー（PETS）

11．日本のロータリー・クラブの創始者は誰ですか？

　　Ａ：米山梅吉

12．日本でロータリーの国際大会が開かれたことはありますか？

　　Ａ：あります。日本開催３回　

　・1961 年５月　参加国 74　出席者 23,300 余名

　・1978 年５月　参加国 95　出席者４万名あまり　東京開催です。

　・2003 年５月 23 日～ 26 日　大阪ドーム　RI 会長：田中　作次氏

　　参加国 111 ケ国　出席者 45,560 名

13．新入会員の入会に際して、クラブの理事会は入会候補者の推薦状が提出されてから、何日以内にその承

認の可否を推薦者に回答しなければなりませんか？

　　Ａ：30 日

14．RI は何の略ですか？

　　Ａ：Rotary International

15．RI のテーマは毎年どの会合で発表されますか？

　　Ａ：直前年度の国際協議会



16．嬉しかったことや、会員の個人の記念日などに善意の寄付をすることを何ボックスと言いますか？

　　Ａ：ニコニコまたはスマイル

17．クラブ例会にやむを得ず欠席する（した）場合、その補填のこと何と呼びますか？

　　Ａ：規定に従って会合に出席し、メークアップをします。

18．世界中のどのクラブも例会時間は１時間と決まっていますか？

　　Ａ：いいえ

19．RC に納める会員の年会費は通常年２回ですが、原則的にはいつといつですか？

　　Ａ：７月１日と１月１日

20．日本のロータリアンは「ロータリーの友」または「The Rotarian」のどちらかを購読する義務があり

ますか？

　　Ａ：あります。

21．地域の特徴など独自の意匠にロータリーの歯車とクラブ名を表示した小旗のことをなんと呼びますか？

　　Ａ：バナー

22．RC の創立会員を英語でなんと呼びますか？

　　Ａ：チャターメンバー

23．四つのテストはロータリーの標語ですか？

　　Ａ：いいえ

24．ローターアクト・クラブ会員の年齢は何歳から何歳までとなっていますか？

　　Ａ：18 歳～ 30 歳

25．14 歳から 30 歳までの若い人々の指導力要請プログラムは何ですか？

　　Ａ：ライラ 　RYLA（ロータリー青少年指導者養成プログラム）

・会長、ロータリークイズとってもためになりました。難しかったです。 水庫　直子

・遠田会長へ、ロータリークイズとてもよかったです。今後もご指導よろしくお願い致します。 山崎　新一

・クイズを通じて理解が深まりました。 松本　　健

・遠田会長、ロータリークイズありがとうございます。理解が深まりました。 佐々木隆幸

・藤井情報委員長の代わりにロータリークイズをさせてもらいました。何問知ってましたか？ 遠田　　毅

・通帳の積立について、米山、財団の寄付は月 3,000 円お願い致します。巨人が弱かった。コロナ助成金を

活用してください。 岡田　敏男

・三須会員のお話を聞いて少し安心しました。岡田会員、積立をチャントやっていこうと思いました。

 山本　宏子

・三須会員、コロナの情報大変参考になりました。ありがとうございました。 吉岡　　剛

・三須会員、コロナと葬儀の話ありがとうございました。正しい知識の普及って大事ですよね。 斎藤　　守

今 週 の ニ コ ニ コ BOX 11 月 26 日　9,000 円 累計　429,000 円



次週予告　12 月３日（木）

　　　　　場所：クロスウェーブ船橋

　　　　　卓話：三つのお祝い

11月26日（木）

12月３日（木）　三つのお祝い　理事会

　　10日（木）　

　　17日（木）

　　24日（木）　年末休会

　　　　　　　（定款第７条第１節による）

週報今週の担当　　　吉　岡

12 月 の プ ロ グ ラ ム


