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第1186回例会 11月 15日（水） 

◎ 100万＄ 

◎ 卓 話  

担当：岡田(一)会員、松野会員 

 

第 1185回例会 11月 8日（水） 

◎ クラブフォーラム(６) 

    担当：Ｒ財団委員会 

 

点 鐘 

 ロータリーソング「我等の生業」 

 

        ≪小森 保敏 会長≫ 

・名古屋瑞穂Ｒ.Ｃ・・・嶺木 一夫 君 
 
・若松学園・・・柏木 満美子 様 

  
≪小森 保敏 会長≫ 

一言ご挨拶申し上げます。本日は、Ｒ財団委員会の

担当でクラブフォーラムです。担当委員長よろしくお

願いいたします。 
 ところで、本日は、健康について話たいと思います。

健康長寿という言葉がよく使われますが、この場合、

必ず無病だということが条件なのだろうか。高齢期の

場合は一概にそうとはいえない。 
 成長期の子供たちは、よほどのことがない限り病気

にならない。子供の場合は免疫力など、病気の予防や

治療に対する仕組みがしっかりと整っているからであ

る。ところが中年期になるとそうはいかない。４０代

ごろになると老化現象が起こってくるからである。 
 たとえば、がん、動脈硬化、老化などを促す活性酸

素を消去してくれるものに、ＳＯＤ（スーパー・オキ

シド・デイスムターゼ）という強力な酸素がある。こ

れは年齢とともにその活性が衰えてくるので、活性酸

素に侵されやすくなり、関連する病気が起こりやすく

なる。 
 こんなことから高齢期、すなわち６５歳以上になる

と、なんらかの病気をかかえこむことになる。そこで、

一病息災、二病息災であることが高齢期の健康を保つ

ということになる。 

 
 たとえば高血圧や糖尿病があったとしても

の進行を抑えるような手段をとっていれば、

動できるので、これとても健康と言えるので

 対策は病に負けない精神を持ち、日頃の栄

ス、つまり医食同源にもとづいた食事をとる

る。さらに、体を動かし、頭を使い、人生を

楽しみ、常に前向きな行動をとることが大切

いう事をご紹介申し上げまして挨拶といたし

りがとうございました。 
 

       ≪出席委員会≫ 

本日のホームクラブ   33／37    8

◇ 本日のホームクラブ  欠席者4名 
 片桐順一郎君・小島正三君・部田拡君・松

 

 

◇ ＩＧＭ活動 ≪世話品人 宮田 千二

    ＩＧＭ活動を１１月１７日（金）午後６時

ホテルにて行います。出席義務者は、塚原、

渕、後藤、水川、片桐、久世の各会員ですの

お願い致します。ご都合の悪い方は、誰かと

戴き、私の方に連絡をして頂きます様、御願

す。 

 

◇ 社会奉仕委員会 ≪岡田 一二三 委員

 先週と今週の例会に渡り、沢山のバザー用
して戴き、有難う御座います。もし、まだ忘

と言う方がいらっしゃいましたら１１月２３

御連絡戴戴けます様御願い致します。 

 処で本日、若松学園園長の柏木先生が御礼

来ておられます。一言御挨拶を戴きますので

願い致します。 

 

◇ ゲストスピーチ  

≪若松学園園長 柏木 満美

 日頃より皆様には、御理解と御協力を戴き

座います。また、先月のフォーラムで職員共

させて戴きました。早速、インターネットで

を開きまして、職員や子供達にその内容を伝え

この様に取組んでいると言う事を一緒になっ

せて戴きました。有難う御座いました。 
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□会 長 小森 保敏 

□副会長 岡田 忍 

□幹 事 永瀬 章 

□会報記念誌委員長 谷田

 率先しよう R.I.会長 ウィリアム2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 
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R.I.会長 ウィリアム・ボイド氏 
 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 

 また、２３日の学園祭に沢山のバザー用品の御

を戴きまして有難う御座います。当日、都合の許

り皆様に来園して戴いて、学園や子供達の様子を

戴ければ幸いに存じます。皆様の御来園を御待ち

おりますので宜しくお願い致します。本日は、誠

難う御座いました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

◇ 幹事報告 《永瀬 幹事》 
 地区大会が１８日、１９日に御座います。１８日

義務出席の方１１名様、宜しくお願い致します。

１９日は、全員登録と言う事で全員登録して御座

す。この日は、最後に三枝師匠のトークショーが

いますので楽しみにしていて下さい。駐車券を配

ておりますが場所は、都ホテル西隣の南側、奥上

ですのでお間違えの無い様御願い致します。この

券が無いと入れて貰えませんのでお忘れの無い様

ずご持参下さい。三枝さんのトークショーは、各

に一枚ずつ配布して御座います。行かれない方が

ましたらお互いに譲り合って楽しんで戴きたいと

ます。以上で御座います。 

 

◇ ニコニコボックス ≪長野 親睦交流委員≫
＊森本時夫君･･･指名委員の皆さん、御苦労さま

＊塚原進君･･･本日は、Ｒ財団のフォーラムです

宜しくお願い致します。 

＊河村訓陸君･･･今日も元気で。 

 

 
◇ クラブフォーラム（6） 
ロータリー財団委員会 ≪塚原 進 委員長≫ 

 皆さん、こんにちは。今月はロータリー財団月

言うことで我々のフォーラムになっております。

にお配りしておりますデジメに沿ってお話し、その

ロータリークイズをやって戴いて、答え合わせを

いと思います。また、ポールハリス寄付金を皆様

に御願い致しますので今月末までに振込みの方を

い致します。これのほかに恒久基金であるべネフ

ター寄付と言うのが御座いまして、今年は、久世

スト会長に御願い致しまして快く引受けて戴きま

4つのテスト   ①真実かどうか   ②みんなに公
率先しよう 
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宜しくお願い致します。 

 それでは、ロータリー財団に付いて地区セミナー等

で勉強して来た事を皆様に御披露したいと思います。 

１．＜ロータリー財団の組織と使命＞で御座いますが、 
①財団の歴史ですが、ロータリー財団は、１９１７

年米国ジョージア州アトランタで開催された国際

大会において、アーチＣ・クランクが「世界的な

規模で慈善、教育、その他社会奉仕の分野でより

よきことをするための基金をつくろう」と提案し

たことに始まり、１９２８年の国際大会でロータ

リー財団と名づけられ、１９３１年に信託組織と

なり、１９８３年に米国イリノイ州法の法令の下

に非営利財団法人となりました。 
②財団の組織ですが、ロータリー財団の目的、使命、

活動は国際ロータリーの財政的支援です。したが

って、ロータリー財団は国際ロータリー会長エレ

クトを含む理事会メンバーが推薦し、理事会が選

出した１５名のロータリー管理委員会によって運

営されます。管理委員会のうち４名は、国際ロー

タリーの元会長です。管理委員の任期は４年です。 
ちなみに、地区ロータリー財団の中の各委員会と

して小委員会がありまして、①財団委員会、②推

進委員会、③奨学金委員会、④ＧＳＥ委員会、⑤

学友委員会、⑥補助金委員会であります。 
 ③ロータリー財団の使命としましては、地域レベル、

全国レベル、国際レベルの人道的、教育的、文化

交流プログラムを通じて、ロータリーの綱領とロ

ータリーの使命を遂行し、かつ世界理解と平和を

達成しようとうする国際ロータリーの努力を支援

することであると決定されています。 
２．＜ロータリー財団活動とは＞ 
 ①ロータリー財団活動とは、ロータリーのクラブ奉

仕、職業奉仕、社会奉仕、国際奉仕の四大奉仕実

践の具体的方法に他ならない。 
 ②ロータリーは「単なる寄付団体ではない」と言わ

れている所以は、寄付者と寄付金使用者が同じく

ロータリアンであり、第三者が居ない構造上の特

性をも意味する。 
 ③ロータリーは、奉仕の理想に共感したロータリア

ンの集団である。慈愛の心の発露として、それを

具現化するものとして、会費と共に寄付がある。 
３．＜ロータリー財団プログラム＞ですが、 
１）教育的プログラムの中には、 

 ①国際親善奨学金といのが御座いまして、日本で最

初の奨学生は、清水長一氏で１９５０年に米国コ

ーネル大学へ留学されました。次に日本で２番目

の奨学生は、皆様よくご存知の緒方貞子氏で１９

５１年にワシントンＤＣ、ジョージタウン大学に

留学されました。国連難民高等弁務官等に活躍さ

れておられます。 
  ２６３０地区では、国際親善奨学生５名と世界平

平か   ③好意と友情を深めるか   ④みんなのためになるかどうか 



R.I.会長 ウィリアム・ボイド氏 
 2006-2007年度 国際ロータリーのテーマ 

和フェロー１名を送り出しています。昨年度

岐阜北ＲＣがスポンサークラブとして推薦し

阪大学大学院生の伊原優子さんも奨学生に最

で合格していまして、来年の秋に留学すると

です。 
 ②世界平和フェローとは、世界の７カ所、８大

中にあるロータリーセンターで修士課程を学

す。（１～２年間）日本の日本基督教大学（東

もその中の１つであります。その他に、 
 ③研究グループ交換。いわゆるＧＳＥ（Group S

Exchange）というものがございます。 
 ２）人道的プログラムには、 
 ①地区補助金というものがありまして、ロータ

クラブが地域社会、又は国内で奉仕活動する

の補助金（カンボジア等におけるプロジェク

も地区補助金が利用できる。）が出るという事

 ②マッチング・グラント（同額補助金）が御座

して、これは、現在ロータリー財団最大のプ

ラムです。ロータリー財団の奨学金と同様に

金総額の１／３を占めるそうです。国際奉仕

翼を担っています。あるクラブが社会奉仕プ

ェクトを計画しますが、単独では手に負えな

合に、海外のクラブの援助を求めます。これ

界社会奉仕となり、マッチング・グラントの

金を受けることができます。 
 ③３H 補助金というのがありまして、保健、餓
放、人間性尊重の３つでして英語で、He
Humger and Humanityですので、それで３
ログラムと言うそうです。 

 ３）ポリオプラスプログラムとは、ポリオ（小児マ
と共にハシカ、ジフテリア、結核、百日ゼキ

傷風の５つの主要伝染病をプラスして、世界

撲滅することを目的としているためにポリオ

スと呼ばれています。 
４．＜ＲＩＤ２６３０に於ける主な寄付の方法＞

う事で、 
 ①年次寄付とは、全てのロータリアンが＄１０

毎年寄付しよう！（Every Rotarian，Every ye
毎年この年次寄付を＄１００以上する人を財

友と称します。そして、＄１００に達すると

ル・ハリス・フェローとなります。早くＰＨＦ

ールハリスフェロー）となるためには、年次

または、使途指定寄付を＄１００以上して、

合計が＄１０００となれば承認されます。 
 ②恒久基金と言うのが御座いまして、これは使

ないで、全ての基金としてＴＲＦで積み立て

る分です。この寄付に対して＄１０００を１

たは分割して寄付するとベネファクターとな

す。 
 ③使途指定寄付とは、ポリオプラス（ポリオ撲

のためと指定して寄付するものです。 

4つのテスト   ①真実かどうか   ②みんなに公
率先しよう 
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５．＜年次寄付の配分＞ですが、 
 ①地区財団活動資金ＤＤＦ（５０％（年次寄付をし

た３年後に地区に寄付金の５０％が帰って来る）

＋繰越金＋運用益）人道的分野：地区補助金、マ

ッチング・グラントの提唱側負担分です。教育的

分野：国際親善奨学金、世界平和フェローシップ

に配布されます。災害救援費：災害等が発生し、

緊急に資金が必要な時に配布されます。 
 ②国際財団活動資金ＷＦ（５０％＋運用益）は、マ

ッチング・グラント財団側負担分とか GSE旅費や
３Hの補助金として使われています。 
以上、簡単にロータリー財団の概要と言う事で説明

させて戴きました。 

 次にロータリークイズがありますので皆様、やって

戴いていると思いますので、答え合わせをしたいと思

います。 

（全部で２５問ありますがここでは、省略します。

戴いたレジメを参照下さい。） 

 以上ですが皆様、何問できましたでしょうか？ 

 最後にもう一度、ポールハリス寄付金の振込みを皆

様に御願い致しましてロータリー財団のクラブフォー

ラムとさせて戴きます。有難う御座いました。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

閉会の辞 ≪岡田 忍 副会長≫ 
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次回例会のご案内 11月 22日（水）  

 

・クラブアッセンブリー（5）地区大会 

 

担当：会長、幹事 

担当／クラブ会報委員会 原尾 勝 

平か   ③好意と友情を深めるか   ④みんなのためになるかどうか 


