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会次第
1．点鐘
2．ロータリーソング

「奉仕の理想」

3．会長挨拶

中澤 伸浩 会長

4．幹事報告

皆さん、こんにちは。さて、本日は今年最後の例会

5．委員会報告

となります。本来であればクリスマスにちなんで、移動

6. 部門セミナー報告「ロータリー財団部門」

例会などでクリスマス例会を開催したいところではあり

7. クリスマス企画

ましたが、今年はこのようなかたちで例会場での例会

「クリスマス例会の振り返り」 親睦活動委員会

とさせて頂きました。昨今のコロナ情勢に鑑みれば、

8. 出席報告

イベントも盛り込んでのクリスマス例会も十分開催でき
るのではないかというお考えもあろうかと思いますが、
年明け 1/13 (木)に予定される IM の前のこの時期に
万が一のことがあってはいけないという慎重論の会長
方針にて、理事役員の皆様にも承認を得て、本日の

【次回例会案内】 令和 3 年 1 月 26 日

ような開催方法となりましたこと会員の皆様にも何卒

（オンライン例会）

ご理解ください。
少しでも皆さんにクリスマスの趣向をということで、

ロータリアンの行動規範
雑誌記事紹介

本日は出席会場伊藤委員長にお願いしてケーキを

職業奉仕フォーラム

用意させて頂きました。会田会員のご協力にて、会員

「職業奉仕について」

皆様にお届けさせて頂くクリスマス食材と併せて、ご
賞味頂ければ幸いです。

卓話者：地区職業奉仕委員会委員長 堀口勝男 様

また、本日はクリスマス例会企画として、親睦委員
2021-2022
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会長谷川委員長のご尽力にて、過去のクリスマス例

24 日になります。ご確認、宜しくお願い致します。

会のビデオ集を放映させて頂く企画も用意していま

・国際 RC より、EveryRotarian EveryYear クラブ

す。皆さんに楽しんで頂ければ幸いです。

の年次基金への寄付額が一人当たりの平均寄付
額が 100 ドルに達した事で、バナーが届きました。

さて、繰り返しとなりますが、年明けの例会予定とし
ては 1/13（木）の IM がスタートとなります。IM におい
ては本日私が着用している青のブレザーと、中澤年
度記念品のネクタイ、スカーフが公式ユニフォームと
なりますので皆様お忘れなきよう、本日私が着用する
ことでリマインドさせて頂きました。この目に鮮やかな
ブルーで新年皆様とお会いできることを楽しみにして
おります。

100％ロータリー財団寄付クラブより、認証資格バ

それでは、本日もどうぞよろしくお願いいたします。

ナーが届きました。

幹事報告

EndPolioNow の感謝状がクラブに届きました。
今井 英治 幹事
（地区より）
・Gesshin12 をお送りしておりましたが誤植があり、再
度訂正版をお送りいたしました。差替えをお願いい
たしますとご案内が届いております。
・本年度 11 月末時点の、米山奨学生の世話クラブ選
考順位表が届いております。来年 4 月からの奨学
生の世話クラブは、今月 12 月末までの寄付実績
によって決まります。なお新規奨学生は「27 名」で

（クラブより）

すので、奨学生を受け入れたいクラブは、現在の

・RLI パートⅢの出席のご確認をさせて頂きたいと思

順位をご確認の上、12 月内の寄付金の送金をご

います。後でお声がけさせて頂きますので、宜しく

検討下さいとの事です。越谷北 RC は 1 名の受け

お願い致します。
・八潮みらい RC の 10 周年式典の登録希望者がいら

入れが可能となっております。
・『2022 年ヒューストン国際大会、大会参加ツアー』ご

っしゃいましたら、幹事今井までお申し付けくださ

案内が再度届いております。今回の締切は 12 月

2021-2022

い。宜しくお願い致します。
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・越谷ライオンズさんから、会長あてに合同新年例会
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ラブのタスキをお願い致します。

のご案内が届いております。1/17 日ポルティコホー

・昼食は用意致します。

ルにて 18：30～となっております。会長、宜しくお

今日欠席の方もいますので、文書で全員に FAX

願い致します。

致します。

本日の幹事報告は、以上になります。

小林ガバナ―補佐は現在入院していますが、IM
には大丈夫だと言っておられますので、皆で協力し

委員会報告

合い成功させましょう。

IM 実行委員会 鈴木 英男 委員長

皆さんのご協力お願い致します。

インターシティ・ミーティング（IM）まで 22 日となりま
したが、以後 IM 開催まで例会がありませんので IM

部門セミナー報告

の概要と当日の対応について連絡させて頂きます。
今年の 4 月に小林ガバナ―補佐から IM の実行委
員長を依頼され準備を重ねてきました。その間、実行
委員会を 6 回開催し、各委員会の打ち合わせも行っ
てきました。
また、IM については 9 月 24 日に全員の方に FAX
で IM の組織図、各委員会の役割り、プログラムの概
要を送付し、11 月 24 日のオンライン例会では、私の

ロータリー財団委員会 小宮山 大介 委員長

方から IM の概要についてお話をさせて頂いておりま

『ロータリー財団部門セミナー報告』

す。

会員の皆様こんにちは。ロータリー財団委員会委
開催日

令和 4 年１月 13 日（木）

員長の小宮山です。今回は去る 9 月 4 日に開催され

場 所

越谷コミュニティーセンター

た今年度地区財団部門セミナーのご報告をさせて頂

テーマ

日本の未来そして世界平和へ

きます。
9 月 とい え ばまだ まだ全国 で 一日 の感 染 者は

～青少年育成とスポーツの力～
式典と新年賀詞交歓会の二部構成になります。

1,000 人を超えていて、オンラインでの開催となって

・第一部の式典は小ホールにて 14 時点鐘です。

おりました。一言でロータリー財団部門と申しても 6 委

舞台では 13 時 30 分からオープニングコンサート

員会で構成され、ポリオプラス委員会、財団奨学・平

があります。

和フェロー・学友委員会、資金推進委員会、地区補

・第二部の新年賀詞交歓会・懇親会はポルティコホ

助金運営委員会、資金管理委員会、補助金・VTT

ールにて 16 時 45 分開始です。

委員会とあり、それぞれの活動報告がありました。過

・基調講演は、柔道家で元柔道男子日本代表監督

去に出席された方ならお判りと思いますが、専門用語

の井上康生氏にお越し頂き、一般公開になります。

や横文字が大変多く、理解がとても難しい…というの

一般の方は 14 時 45 分から入場になります。

が本音です。その中で、特別講演“元外務省医務官

・当日の集合時間：全員 9 時集合

が経験した海外の医療事情”がとても興味深く、我が

・服装：青のブレザー (創立 40 周年の時に新調)

クラブで松井会長年度の医療にまつわる事業が、大

中澤会長年度のネクタイ、全員越谷北ロータリーク

2021-2022

きな貢献をしていたのだと改めて思わされました。講
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年度の年次基金の収益率は 6.9％でした。

演者は中井テイ子様（中川パストガバナー奥様のご
友人）でした。医療設備も乏しいセネガル、キューバ、
ブルガリアでの勤務経験をお話頂きました。

●恒久基金

そして今回、越谷北クラブロータリー財団委員長と

恒久基金の目的は、恒久的かつ持続可能な資金

して、この機会に自分なりに学んでみました。

源を提供することです。恒久基金への寄付は、恒久
的に投資され、その収益は財団プログラムを支えるた

●ロータリー財団の使命

めの恒久的な資金源を確保するために活用されてい

「ロータリー財団の使命」は、ロータリー会員が、

ます。このため、確定利付投資よりも高い収益をもた

人々の健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、

らす可能性のある株式寄りの投資が行われています。

環境保全に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世

よって、恒久基金ポートフォリオの約 85％は、高い収

界理解、親善、平和を構築できるよう支援すること。

益を生み出すと期待される資産をターゲットとしてい
ます。年次基金の直近の収益率を見てみると、世界

●寄付が世界にもたらす影響

経済は復活し始めていることがわかります。しかしな

わずか 60 セントで、一人の子供をポリオから守るこ

がら、我が国はどうなのでしょうか？恒久基金の直近

とが出来る。50 ドルで、水を介する疫病から人々を守

収益率は 30，5％！アクティブ運用ポートフォリオを

るために安全な水を提供することが出来る。500 ドル

組んでいるのがよくわかります。

で、いじめ撲滅キャンペーンを立上げ、子供たちに安

資金の使用用途により資産分散をし、きちんとした

全な環境を作ることが出来る。

ポートフォリオを組み立てていることに「流石！ロータ

新型ポリオウイルス感染は残念ながら、2020 年は

リー」と思った次第です。

140 件が報告されましたが、ポリオに関して言えば今

しかしながら、年次基金と恒久基金の違いが、私自

年（7 月 27 日現在）はアフガニスタンとパキスタンで 1

身、よくわかっておりません。引き続き勉強をしたいと

件ずつ合計 2 件の報告だけです。これは、新型コロ

思います。

ナウイルス感染拡大禍でありながら、ロータリーが活

以上、ロータリー財団委員会からの報告でした。

動を止めなかった賜物であるとされています。

クリスマス企画

最後に私の生業に通じ、気になるところを報告させ
て頂きます。私達が毎年、寄付をしている資金がいか
に運用されているのか？です。
●年次基金（※HP より引用）
年次基金は、ロータリー財団プログラムと重点分野
を支える主な資金源です。年次基金への寄付は 3 年
間投資され、その投資収益が財団運営費に充てられ
ます。年次基金の投資目標に達するため、ポートフォ

親睦活動委員会 長谷川 真也 委員長

リオは資本増価よりも収益を強調した投資となってい

『クリスマス例会の振り返り』（監修：長谷川真也委員長）

ます。年次基金ポートフォリオの 82％が確定利付債

中澤会長が幹事の年度※吉澤年度のクリスマス例

に、18％が不動産に投資されています。2021 会計

2021-2022

会の様子を振り返る動画を上映しました。長谷川委

越谷北ロータリークラブ
中澤伸浩会長提言 「感謝の気持ちを奉仕につなげよう」
ホームページアドレス https://koshigayakita-rc.jp/

4

週報
第 2770 地区

2021-2022 国際ロータリーテーマ
第 8 グループ

“奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために”

RI 会長

員長監修の下、当時の楽しい雰囲気を振り返りなが
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・今年もお世話になりました。来る年穏やかな年にな

らクリスマスの気分を味わいました。

る事を祈るばかりです。
髙 瑠美子
・本日宜しくお願いします。
松井 昭夫
・今年は本日が最終例会ですね。お世話になりまし
た。来年も宜しくお願い致します。
宮﨑 敏博
・今年 1 年間お世話になりました。皆で IM を成功さ
せましょう。

吉澤年度夫人同伴クリスマス例会が上映されました。

鈴木 英男
・今年一年ありがとうございました。来年はマスクの無
い日々を送りたいものですね。
佐藤 要
・本日例会宜しくお願いします。
中村 隆雄
・一年間お世話になりました。来年もよろしくお願いし
ます。

会場モニターでクリスマス例会を振り返りました。

太田 靖彦
・皆様、今年は大変お世話になりました。また来年も
宜しくお願い申し上げます。
堀野 眞孝
・世界平和の為に。

・今年は例会場でのクリスマス例会ということで、ささ

関森 初義

やかですが皆様に少しでもクリスマス気分を味わっ
て頂ければ幸いです。年明け 1/13IM、皆様のご
協力お願いします。

出席報告

中澤 伸浩
会員数

43 名

今井 英治

出席者

35 名

・本日午後から 4t トラック運転のため早退致します。

出席率

92.0 %

・メリークリスマス。本日もよろしくお願いします。

皆様良い年をお迎えください。
須賀 篤史
・今年も一年お世話になりました。何とか無事に年を
越せそうです。
大熊 正行
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至：越谷北ロータリークラブ例会場
新型コロナウイルス感染の状況を考慮し、本年度の
クリスマス例会は例会場で実施しました。
通常の例会と異なり、食事が豪華になりケーキが配
られました。

伊丹さんがサンタエプロンでケーキを配ってくれまし
た。

司会はサンタさん（太田会員）が行いました。とてもか
わいいと評判でした。

食事もクリスマスということでおしゃれなお弁当です。

クリスマスにはケーキです。全会員にケーキが配布さ
れました。
動画上映にミスがないように管理されています。
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