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鈴木会長

第 2100 回例会

2021 年 11 月 25 日発行
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久々の夜例会に乾杯

晴

11 月 18 日（木） 18：00 点鍾
ロータリーソング
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司会

山口会員

夜間例会

前年、前前年度

会長・幹事

慰労会

割愛

◎本日の出席状況
出席：25 名（22 名）中 14 名

63.64％

欠席：藤代・長野・斉藤（守）・野田・山本・松本・斉藤（英）・平山（相澤・柴田・鯨井）各会員

幹 事 報 告

三須幹事

１．次週 25 日の例会は第２回ガバナー補佐訪問です。欠席のないようお願い致します。
２．21 日（日）は第 41 回「船橋をきれいにする日」です。
ご参加できる方は午前９時までに天沼弁天公園へ集合して下さい。
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◎各委員会報告
・社会奉仕委員会

本日の卓話

第 41 回「船橋をきれいにする日」について

割愛

・久しぶりの夜例会、楽しみましょう。

鈴木

恭浩

・皆様お疲れ様です。楽しい夜例会ですね。

草野

宏隆

・前、前々会長・幹事さんご苦労様でした。コロナ騒ぎで落着かない年度でしたが次回からはよろしくやり
ましょう。

藤井

仁毅

・イヤ～夜例会って良いものですね。２年間の御無沙汰、おあずけ、早く普通の状態に戻ること大いに期待
して乾杯！乾杯！乾杯！

遠田

毅

・本日は楽しい例会でした。パリーグ、ロッテ負けたけど２位でした。コロナあるけど、やりたい夜例会で
すネ。

岡田

敏男

・久しぶりの夜例会、やっぱりいいですネ。

織戸

豊

・久しぶりの夜間例会、飲み方も忘れ、酔いそうです。介抱よろしくお願い申しあげます。

山口

習明

・久方ぶりの夜例会です。じっくりおいしい食事を楽しみましょう。

大家

浩明

・久しぶりの夜例会、設営ありがとうございました。会長幹事慰労会との事で、山口会員、草野会員、遠田
会員、改めましておつかれ様でした。
・２年ぶりの夜例会、感慨深いです。記念すべき 2100 回、本当に感謝です。

中村

和一

水庫

直子

・山口パスト会長、遠田パスト会長、遠い昔の様です。「退会する」と騒いで申し訳ありませんでした。心を
入替てロータリー活動に務めます。
・久しぶりの夜例会とても楽しい時間を過ごさせて頂きました。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX

次週予告

12：30 ～例会

11 月 18 日

21,000 円

累計

ガバナー補佐訪問

卓話：「ロータリー財団月間に因んで」 山﨑新一
場所：クロスウェーブ船橋

ロータリー財団委員長

山﨑

新一

鈴木

隆男

259,000 円
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第 41 回「船橋をきれいにする日」
11 月 21 日、船橋をきれいにする日が２年ぶりに開催されました

参加者

鈴木（恭）会長・岡田会員・
藤代会員・鈴木（隆）会員

ゴミ拾いの奉仕活動する藤代会員

松戸

船橋市長ご挨拶

大量のごみを拾った岡田会員
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小石ガバナー補佐・中村補佐幹事

訪問

ロータリー財団

鈴木親睦委員長より、夜例会・新年家族会のお知らせ

第 2101 回例会

2021.11.25

晴

司会
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寄付バッジ贈呈

「ロータリー財団月間に因んで」 山﨑新一委員長卓話

野田会員

ロータリーソング 「手に手つないで」
◎本日の出席状況
出席：25 名（21 名）中 13 名

61.9％

欠席：藤代・長野・大原・斉藤（守）・斉藤（英）・岡田・平山・松本（相澤・織戸・柴田・鯨井）各会員
◎ゲスト

：第２グループガバナー補佐

◎ビジター：第２グループガバナー補佐幹事

小石裕久様（船橋西 RC）
中村

亮様（船橋西 RC）
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鈴 木（ 恭 ） 会 長

本日は第２グループガバナー補佐小石様と補佐幹事の中村様にクラブご訪問いただいております。小石様、
中村様どうも有難うございます。
さて、私事なのですが…忙しいです。私はスケジュール管理に手書きのシステム手帳を使用しています。
予定が多く、書き込むことが増えるとページ全体が黒くなってきます。先週から今週は土日祝日を含めて真っ
黒です。そうなると移動や段取りも綱渡りで、ちょっと車の渋滞や予定の遅延があった場合は大混乱です。
また税理士会の公務を書き忘れて、完全にすっぽかしてしまいました。その同じ日に欠席で出していた会合
に行ってしまい、やっていることがちぐはぐで周りに迷惑をかけてしまいました。ロータリー活動でも皆様
に迷惑をおかけしないように致します。
会員の皆様もそれぞれご自身の業務などでお忙しいかと思います。そんな中で例会に出席いただき感謝い
たします。私も含めて、どうしても出席できないという日はどうしてもあると思います。業務上の都合や健
康上の問題（コロナの濃厚接触者認定等）での欠席は仕方ないと思います。ロータリーは職業奉仕を重んじ
ていますので、自らの事業を犠牲にして活動するものではないと私は思っています。そのため業務多忙を理
由とする欠席はある程度容認するもです。クラブの運営では会員ができるだけ出席しやすい環境を整えてい
くように最大限の努力をして参ります。久しぶりに出席した会員に対して、揶揄するようなことをせずに少
しずつでも出席する気持ちになってもらうように暖かく迎えたいと思います。業務多忙以外の気持ちの中の
理由をできるだけ無くして、出席してもらいたいと思います。会員の皆様も出席のためには最大限の努力は
してください。遅刻しても早退しても良いので、会員の顔を見にきて欲しいです。週一回会って、色々話を
して、相談して、時には密談して、自らの業務とクラブの活動に役立てたいと思います。

幹 事 報 告

三須幹事

１．2021 年 10 月にロータリー財団に寄付申請致しました方に財団より認証状及びバッジが届いておりま
す。ご寄付頂きました皆様ありがとうございました。
・山﨑新一会員：1,000 ＄寄付により財団マルチプル・ポールハリスフェロー７回目
・鈴木恭浩会員：1,000 ＄寄付により財団マルチプル・ポールハリスフェロー６回目
・斉藤守会員

：1,000 ＄寄付により財団マルチプル・ポールハリスフェロー５回目

・三須榮光会員：1,000 ＄寄付により財団ポールハリスフェロー
◎尚、同日に 1,000 ＄寄付された相澤友夫会員はメジャードナー（15 回目）のため認証状などの表彰は
ありません。
２．11 月 21 日（日）に開催された「第 41 回船橋をきれいにする日」ご参加の皆様ご苦労様でした。
参加者：鈴木（恭）・岡田・藤代・鈴木（隆） 各会員４名です。
◎ジャンパーを事務局に返却して下さい。
３．移動例会（夜間忘年例会）の申し込みのお願い
日

時：2021 年 12 月 23 日（木） 受付 17：30

場

所：ふなぞう

登録料：4,000 円
締

切：12 月９日（木）

点鐘 18：00
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４．新年家族会の申し込みのお願い
日

時：2022 年１月 20 日（木）

場

所：ホテルニューオータニ幕張

登録料：会員 10,000 円
締

受付 17：30

点鐘 18：00

終了 20：40

２Ｆ「ステラ」

有料家族 5,000 円

小学生以下

無料

切：2022 年１月 10 日（月）

５．地区財団委員会より 10 月の MCR レポートが送付されました。
・会員数 26 名（地区内 50 位です）
●年次基金（個人平均）：１位： 202 ＄
●年次基金計

：６位：5,250 ＄

●ポリオプラス寄付

：７位：1,000 ＄

以上合計 6,250 ＄

地区内８位

皆様のご協力に感謝申し上げます。

◎各委員会報告
・ロータリー財団委員会

財団寄付バッジ贈呈

・親睦委員会

12 ／ 23 夜例会・１／ 20 新年家族会のお知らせ

・記念誌部会

創立 45 周年記念誌

会員寄稿依頼

本日の卓話
・ガバナー補佐訪問 「卓話」

小石裕久ガバナー補佐

・「ロータリー財団月間に因んで」

山﨑新一ロータリー財団委員長

財団月間に因んで

山﨑新一ロータリー財団委員長

１）総論

（2021―2022 ロータリー財団ハンドブックより引用）

１－１－１）ロータリー財団の紹介
１．ロータリー財団とは？
知っているようで知らない、判っているようで判らないのが「ロータリー財団」。財団とは
寄付を取るだけの団体？・・・

そうではありません。

ロータリーの組織構成の重要な一つです。
ロータリーという組織の運営
実践的な奉仕活動のための資金

→

国際ロータリー（RI） →
→

管理運営は会費で賄う

ロータリー財団（TRF） →

奉仕活動は寄付金で賄う

ロータリー財団は世界中のクラブや会員が実際の奉仕活動をする為の資金を集めて配分する組織で
す。RI の双子の弟のような組織です。

２．いつ頃、どうして出来たか？
ロータリーが出来てから間もなく、地域社会に寄与する意識が生まれました。また、ほぼ 10 年後の
1914 年から第一次世界大戦が始まりました。主戦場だったヨーロッパで、戦傷者が多く出ました。参戦
せずに無傷だったアメリカではヨーロッパの戦傷者を支援する機運が興りました。こうして国を越えて
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戦傷者を支援する機運が興りました。この機運を受けて 1916 － 17 年度のロータリークラブ国際連合会
会長だったアーチ・クランフが 1917 年６月 18 日アトランタで開催された第８回ロータリー年次大会で
「世界でよい事をしよう」と提案しました。
３．世界でよい事をする為に
これに続いてアーチ・クランフ会長は「良い事」をする為には資金が必要なので、その為の基金を作
る事を提唱しました。
これが「ロータリー基金」であり、現在のロータリー財団の基です。このことからアーチ・クランフ
は「ロータリー財団の父」と言われています。
このロータリー基金の設立は日本のロータリーになじみが深い「決議 23 － 34」や「五大奉仕」など
よりずっと以前の事です。
４．その後のロータリー財団
1928 年に「ロータリー基金」から「ロータリー財団」と名称を変え、ロータリークラブの世界的な
拡大と共に財団も大きくなりました。世界の多くのロータリークラブとロータリアンは「他の人の為に
なる事をする」という、ロータリーの基本理念である「Ideal of Service」に則って「世界でよい事をす
る」活動をしています。
５．ロータリー財団は何をしてきたか？
世界のロータリアンやクラブが「世界でよい事をする」為の資金的な支援をしてきました。また、ポ
リオ根絶、世界平和の構築など地球規模で行う活動を主導しています。
６．資金の支援方法の改革
西暦 2000 年の頃、RI は何十年も続いたそれまでの漫然とした活動の継続を大胆に見直しました。
その結果が「ロータリー戦略計画」であり、ロータリー財団（TRF）に於ける「未来の夢計画」で
す。RI の戦略計画ではロータリーの活動そのものを見直し、ロータリー財団の夢計画では各クラブが財
団の資金を使い易くしました。
７．ロータリー財団の重点は何か？
RI の最優先項目である「ポリオプラス」
「世界平和の構築」と共に「７つの重点分野」を中心とした
「人道的奉仕」です。
ロータリー財団（TRF）は RI が掲げる目標の達成の為に、RI と一体になって世界のロータリーの活
動の支援をしています。
これを「ワンロータリー」といいます。
８．具体的には？
ポリオプラスとは
地球上に何百万人もの患者がいたポリオを根絶する壮大な挑戦です。
ロータリーを中心 40 年を超える長年の活動の結果、現在では野生株ポリオの新たな発症は大幅に
減少し、常在国もアフガニスタン、パキスタンのわずか２カ国のみとなり、根絶まで「あと少し」で
す。

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

７つの重点分野とは
・平和構築と紛争予防・疾病予防と治療・水と衛生・母子の健康
・基本的教育と識字率向上・地域社会の経済発展・環境です。
人々が最低限の基本的人権のもとに生活できることを目指しています。世界ではこれに程遠い生活
をしている人達が何億人といます。
平和で豊かな日本では想像もつかない生活が世界のいたるところにあります。
９．ロータリー財団はこれらの活動を支援しています。
グローバル補助金（GG）
クラブや地区が企画する海外のクラブや地区と協力した上記の重点分野に関する活動に対する補助金
です。
地区補助金（DG）
クラブや地区が企画するロータリーの目的に即した活動に対する補助金です。
活動地は国の内外を問わず、海外の協力相手の地区やクラブは必須ではありません。
但し、両方補助金は公金なので決められた方法で申請、使用をする必要があります。
この他に国際ロータリー財団（TRF）が直接主導する活動の為の資金（WF）もあります。
10．何故ロータリー財団への寄付が必要か？
私たちロータリアンはロータリーの基本理念である『奉仕の理念』Ideal of Service を実現するため
様々な奉仕プロジェクトを実践しています。
ロータリー財団（TRF）はロータリアンや他の個人、法人からの寄付金を財源として奉仕プロジェク
トを財政的にサポートしています。すなわち、私たちの寄付はロータリーの基本理念実現のためのひと
つの手段といえます。
「寄付はロータリーの共済システム」、皆様からの寄付で「世界でよい事」が出来るのです。
11．寄付する先は？
寄付の受け皿は５つあります。
ａ．年次基金寄付…ロータリー財団（TRF）で運用され３年後に寄付の半額が地区活動資金の一部と
なり地区内クラブの活動の補助金などの原資となる寄付
※これは必ずお願いします
ｂ．ポリオプラス…ポリオ根絶活動を支援するための寄付
ｃ．災害救援基金…災害救援補助金として活用される寄付（2019 年新設）
ｄ．恒久基金寄付…ロータリー財団（TRF）の基本財産に組み入れ収益金のみが使用される寄付
ｅ．その他寄付……指定寄付、臨時に設置された基金など
12．寄付０（ゼロ）クラブとは
上記の５つの寄付の受け皿の内、ａ．年次基金寄付が０（ゼロ）のクラブを言います。
2016 － 17 年度以来、日本全国の地区で寄付０（ゼロ）が０（ゼロ）が４年間続きました。我が地区
では 2015 － 16 年度から５年連続寄付０（ゼロ）クラブ０を継続しています。
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万が一、皆さんのクラブが寄付０クラブとなってしまった場合日本全国 2,600 クラブのうち唯一の寄
付０クラブということになりかねません。
それを防ぐためにも 12 月までの前期のうちに一部でもいいので年次基金への寄付をお願いします。
13．寄付は寄付ではない
ロータリー財団（TRF）への寄付は世界中のロータリーの奉仕活動の資金となっています。
ロータリー財団（TRF）への寄付は、全く知らない団体にお金をあげるのではなく、我々が属してい
る「ロータリー」の活動の支援に使われるお金です。
皆様の年次基金への寄付が巡り巡ってどこかのクラブの、或は皆様のクラブの活動の補助金として役
立てられるのです。
つまり、我々が資金を出し合って我々の活動の為に使う資金です。
英語では「Contribution ＝寄与や Gift ＝贈り物」という言葉が使われます。
14．寄付で活動に参加を！！
あなたがポリオ根絶のためポリオワクチンの投与にアフガニスタンまで行くことが出来なくとも、あ
るいはきれいな水を必要としているバングラディシュに井戸を掘りに行くことが出来なくとも、寄付を
することで、奉仕活動に参加できます。
寄付も奉仕です。

・第２グループガバナー補佐

小石様より 5,000 円戴きました。

・結婚記念日のお祝いありがとうございました。我家の玄関は、今、花の香りで一杯です。

山本

宏子

・小石様、ご苦労様です。よろしく一年間お願いいたします。

藤井

仁毅

・小石Ｇ補佐、中村Ｇ補佐幹事本日は訪問及び卓話有難うございました。コロナ禍でのクラブ訪問ご苦労様
です。
・小石様訪問ありがとうございます。寒さが厳しくなってまいりますのでご自愛願います。

遠田

毅

山口

習明

・ガバナー補佐小石様、補佐幹事中村様、コロナ禍の中、当クラブに訪問をありがとうございました。
大家

浩明

・小石裕久ガバナー補佐、地区の動きのていねいなご報告ありがとうございました。

山本

宏子

・小石ガバナー補佐、中村補佐幹事、本日はありがとうございます。

野田

真司

・本日はガバナー補佐小石様、中村補佐幹事様おいでいただきありがとうございました。

水庫

直子

・小石ガバナー補佐様中村補佐幹事様、本日は当クラブへお越し頂きありがとうございました。中村

和一

・小石ガバナー補佐様、中村ガバナー補佐幹事様、訪問ありがとうございます。

鈴木

隆男

・ロータリー財団委員長、次期ガバナー補佐山崎さんよろしく、頑張れ！

藤井

仁毅

・山﨑財団委員長、判っているようで判らない財団についての解説卓話に感謝。

遠田

毅

・山﨑会員、卓話ありがとうございます。世のため人のため、寄付しましょう。

山口

習明

ÔÈÅǽÒÏÔÁÒÙǽÃÌÕÂǽÏÆǽÆÕÎÁÂÁÓÈÉ ᴪ ÅÁÓÔ

×ÅÅËÌÙ ÒÅÐÏÒÔ

・「財団月間に因んで」卓話をさせていただきました。
「世界で良い事をする為に」寄付をお願い致します。
・野田会員、司会デビュー見事なもんです。ありがとうございます。

今 週 の ニ コ ニ コ BOX
次週予告

11 月 25 日

29,000 円

累計

山﨑

新一

山口

習明

288,000 円

12 月２日（木） 11：00 ～理事会
12：30 ～例会

３つのお祝い

場所：クロスウェーブ船橋
卓話：三つのお祝い

会員スピーチ

12 月 の プ ロ グ ラ ム
12月２日（木） 三つのお祝い・会員スピーチ
理事会
９日（木） クラブ年次総会
16日（木）
23日（木） 移動例会
30日（木） 年末休会
（定款第７条第１節による）
週報今週の担当

中

村
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