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会長挨拶 

 

大島 直幸 会長 

11月の第一例会は例会場で行いましたが、11月5

日に第 8 グループ合同事業のチャリティーコンサート、

11 月 9 日に親睦ゴルフ、11 月 10 日に浪江へ表敬

訪問、11 月 12-13 日に地区大会等、イベントが盛り

だくさんで例会場での例会は今月 2回目となります。 

各イベントでは大勢の会員の皆様のご参加頂きあ

りがとうございました。 

 

さて、今世間では11月20日よりカタールで行われ

ているワールドカップ一色になっております。テレビの

ニュースでも連日取り上げられ、大いに盛り上がって

います。 

ですが、私はあまり興味が無いのと、いつ点が入る

かわからないのを 90分以上ずっと見ているのが苦手

なのでリアルタイムでは観戦せず、ハイライトシーンを

まとめたのと試合結果だけを見ています。もちろん日

本に勝って欲しいと思っています。 

 

第 2258回 例会記録   No．15 

令和 4年 11月 30日 

司会： 吉田 実   編集： 近藤 慎悟 

 

会次第 

 

1．点鐘 

2．ロータリーソング  「それでこそロータリー」 

3．ロータリアンの行動規範 

4．お客様紹介 

国際ロータリー第 2770地区 

資金推進委員会 委員 日坂 敦夫 様 

安国寺 副住職 町田 千明 様 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

5．会長挨拶 

6．幹事報告 

7．雑誌記事紹介 

8．お客様挨拶 

9. 委員会報告 

10. 外部卓話  

「ロータリー財団月間に因んで」 

11. 出席報告 

 

 

【次回例会案内】 令和 4年 12月 14日 

クラブビジョン・戦略計画 ／ ロータリーの目的 

3分間ロータリー情報 

年次総会（細則第 5条第 1節による） 

例会日：毎週水曜日 12：30～13：30                                 会      長 ： 大 島 直 幸 

例会場：越谷市千間台東インペリアルビル 4階                           副  会  長 ： 長 谷 川 真 也 

T E L  048（975）9898                                        幹    事  ： 江 口 公 晴 

F A X  048（977）3741                                        会報委員長 ： 櫻 井 保 彦 
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明日から 12 月、師走に入りますが、師走の由来で

もっとも有名な説は、師匠である僧侶がお経をあげる

ために東西を馳せる月という意味の「師馳す（しは

す）」だというものです。私は学校の先生のことかと思

っていましたがどうやら違うようです。 

最近は日ごとの寒暖差が大きく、不安定な天気で

したが、明日からは寒い日が続くようです。 

12 月も当クラブでは年次総会、第 5 回クラブ協議

会、そしてクリスマス例会とイベントが続きます。そして

皆様も個人や会社で忘年会等の機会が増えることと

おもいますが、新型コロナ第 8 波、そしてインフルエ

ンザ。体調管理には是非気を付けてお過ごしくださ

い。 

 

幹事報告 

 
江口 公晴 幹事 

・地区より、2025-26 年度ガバナー候補推薦につい

てのご案内が届いております。詳細をお聞きになり

たい方は幹事までお申し出ください。 

・地区より、2024-25 年度ガバナー補佐推薦のご案

内が届きましたことをご報告いたします。 

・地区より、2021-22 年度の収支報告が届いておりま

す。詳細をご確認されたい方は幹事までお申し出

ください。 

・地区より、12/18 開催の占い婚活パーティーのご案

内が届いております。申込期限が 12/2 となってお

りますので、ご興味がある方は早目に幹事までお

申し出ください。 

・越谷南 RC さん、越谷東 RC さんより、11、12、1月

の例会プログラムが届いております。 

・ロータリーの友 12 月号、SAITAMA 腎・アイバンク

第 34 号を皆様のメールボックスに入れております

のでお受け取り下さい。 

 

雑誌記事紹介 

 
市川 洋和 会員 

「ロータリーの将来について」 

（引用元：ロータリーの友 10月号より） 

現在のロータリーの活動が、世界平和と人類のた

めに非常に貢献していることは間違いがありません。

半面、私が最初にロータリーと関わりを持った 50 年

前と比べると、現状の活動は、全く別の組織のように

感じています。 

私はロータリーでの経験は、人生道場ではないか

と思っています。 

ロータリーに入会すると、「ロータリアンとの交流」

「ロータリー活動への参加」「セミナー・研修会での勉

強」などを経験します。このような活動を通じて経験し

たことが、私が人間として成長するための源となりまし

た。現在は、これらの経験で得た知識を、「家族」「社

員」「地域」に役立てるために、日々努力しておりま

す。 

現在行われている「研修会」「セミナー」「協議会」

での開催時間のほとんどは、「ロータリー財団への寄

付の増額」「会員増強」「ロータリー活動の外部への

周知」というように、国際ロータリーの組織の強化対策

に使われており、私共ロータリアンがどのようにしたら

人間として成長できるかという研修にはあまり時間が
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取られておりません。このままでは、ロータリーは寄付

でしか社会に貢献できない組織になるのでは、と危

惧しております。 

ロータリーがこの世に誕生した原点に戻り、ロータリ

アン一人一人が自分の職業を通じて、少しずつでよ

いので周りの人に良い影響を与えるような活動に力を

注ぐべきです。それこそが、ポール・ハリスがロータリ

ークラブを創立した原点であると、私は思います。（著

者：第 2740地区長崎県佐世保 RC 福田 金治） 

 

私もロータリークラブに入って8年、奉仕活動、そし

て人として成長出来る様に心掛けて行きたいと思いま

す。 

 

お客様挨拶 

 
安国寺 副住職 町田 千明 様 

 皆様お久しぶりです。本日は深野様のお計らいに

より伺わせていただきました。 

 越谷のサンシティホール小ホールでキララ塚歌劇団

「キララ塚スペシャル」とプロレスと演劇を融合させた

エンターテイメントを開催させて頂きます。 

 高校生以下・越谷市在中 65 歳以上は無料です。

お時間がある方は是非お越しください。また、協賛の

お願いをしております。沢山の子供たちに平等に楽

しむ機会を味わって頂きたいためご協力お願い致し

ます。皆様のお手元に資料を配布していますので、

是非お問合せお願い致します。 

 

 

米山記念奨学生 王 学朋 様 

皆さん、こんにちは。今年度の奨学生オウガクホウ

です。今は文教大学教育研究科大学院生二年生で

す。もうすぐ 12月に入りますが、日本では 12月は流

石に冬ではないかと思います。今はまだそれほど寒く

ないので、埼玉でも雪は降りません。しかし私の故郷

では 10月末には雪が降り始めました。個人的には雪

が好きで、日本に来て 4、5 年経っても殆ど雪を見た

ことがありません。だから私はずっと北海道へ旅行に

行きたいと思っています。 

 先週の土曜日に奨学団の秋の旅行に参加し、とて

も楽しい一日を過ごしました。その日は天気が悪く、

途中で雨が降ったのは春の旅行と同じでした。朝 5

時過ぎに起きて、7 時半に出発して、途中でまた船に

乗り換えて、その時に船酔いしていることに気がつき

ました。気持ち悪いので、休憩室に行って座るしかあ

りませんでした。 

お昼に私たちが食べたのは海鮮で、そこで有名な

店でした。正直に言って私は海鮮焼きを食べるのは

初めてで、本当においしかったです。残念なことに私

はあまり海鮮を上手く焼くことができなくて、たくさん焦

がしてしまいました。海辺で海鮮を食べて、海も見え

て、その感じはとても楽しかったです。 

 

 私は学生の皆さんと秋の旅行に参加するのが最後

かどうか分かりませんが、今回の旅行をとても大切に、

とても楽しい一日を過ごすことができました。ありがとう

ございました。 
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委員会報告 

青少年奉仕委員会 新沼 徹 委員長 

地区より「韓国訪日団ホームステイ依頼」のお願い

の連絡が御座いました。2023年 2月 4日より 9日ま

での 5日間、韓国第 3750地区の訪日団学生 27名・

引率教員 3名が日本に滞在いたします。 

当クラブでも 2 名の送り出しを予定いたしておりま

す。ホームステイ受入れの可能な方がおられましたら

お声掛け下さいますよう宜しくお願いもうしあげます。 

 

親睦活動委員会 須賀 篤史 委員長 

11/9（水）に開催されたポリオ根絶チャリティ親睦ゴ

ルフコンペで 3 万円集まりましたので本日事務局へ

送金しました。ご参加された皆様ありがとうございまし

た。 

 

浪江 RC友好委員会 中澤 伸浩 委員長 

 週報でもご報告のとおり、11/10 に大島会長、江口

幹事、長谷川副会長、松井パスト会長、今井副委員

長と私の計 6名で、浪江 RC さんの例会に表敬訪問

して参りました。場所は如水です。 

 本日は、あまり時間がないので、改めてお時間のあ

るときにご報告したいと思いますが、現地浪江では、

まだまだ復興までの道のりは遠いと感じる面がある一

方、綺麗で立派な町の駅もでき、また、浪江駅周辺を

対象に、東京オリンピックスタジアムを設計した隈研

吾氏のグランドデザインによる再開発計画が決定され、

来年には着工されるということであり、復興へ向けて

の大きな萌芽を感じることもできました。 

浪江RCの皆さんから、当クラブの皆さんへよろしく

お伝え下さいとお言伝を賜りましたので、ご報告させ

て頂きます。 

また、ロングドライブをお願いしました松井さん、長

谷川さんには、本当にお疲れ様で、お世話になりまし

た。この場を借りて感謝申し上げます。 

 

ロータリー情報・雑誌委員会 中澤 伸浩 委員長 

 先日FAXでご案内のとおり、ロータリーの友電子

版アーカイブの開設・充実に伴い、ロータリーの友の

購読申込方法が変更となりました。これまで、全会員

に印刷版を配布しておりましたが、電子版のみの閲

覧をするので印刷版は不要ですとのご意向の会員に

は、電子版の申込をすることにより、印刷版の交付を

しないとの取扱が可能となりました。 

 紙資源の節約、廃棄物の削減といった観点から、

是非、会員の皆様においても検討の上、ご回答頂く

ようお願いします。 

 今年度下半期の申込期限は来週となっておりま

す。 

 どうぞよろしくお願いいたします。 

 

外部卓話 

 

RI2770地区 資金推進委員会 

委員 日坂 敦夫 様 

今日は、ロータリー財団の卓話にお招きを頂きまし

て、有難うございます。 

まず、自己紹介をさせていただきます。国際ロータ

リー第 2770地区、財団部門資金推進委員の日坂敦

夫と申します。戸田ロータリークラブから出向しており

ます。 

財団ですが、財団奨学・平和フェロー・学友委員会

で 3年、ポリオプラス委員会に 2年在籍しており、委

員長も経験させて頂きました。すこし間が空きました

が、通算 6年目の今年は、資金推進委員という新し

い立場になり、新しい経験をさせて頂いております。
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今日は、これまでの経験を踏まえて、ロータリー財団

への御理解が深まります様、お話をさせて頂いきたい

と思っております。よろしくお願い申し上げます。 

といっても、今日は、小林パストガバナーや、宮崎

さんが財団部門委員長の時には大変お世話になりま

したし、大熊さんはじめ、ロータリー財団の役員をご

一緒させて頂いた方がおられて、その意味では緊張

はしないのですが、ロータリー財団について教えて頂

いた先輩の前で、何を話そうかと悩みました。今日は、

財団についてある知識がある方がおられますので、

それを踏まえてお話をさせて頂きたいと思います。今

日は時間いっぱいではなくて、最後に質問をお願い

したいと思います。なんでも結構ですので、質問やご

意見いただけると、自分自身の勉強になりますので、

本当にありがたいです。よろしくお願いいたします。 

自分のクラブもそうなのですが、卓話をさせて頂く

際には、原稿を作成してそれにそってお話をさせて

頂いております。なんでそうしているのかと言えば、だ

いたいのクラブでは、週報を作成していると思うので

すが、担当の方がいつも大変な作業だと思っておりま

す。この原稿をお渡しすれば、その作業が軽減され

ますので、もしよろしかったら、この原稿を差し上げま

すので、お声をかけて頂きたいと思います。 

今日は、「ロータリー財団のお金の流れについて」

ということで、お話を承っております。本来ですと、ポリ

オとか財団奨学生であるとか、平和フェローが専門分

野なのですが、「ロータリー財団の資金の流れ」という

ことでお話をさせて頂きます。 

 

まず、話としては、ロータリーとロータリー財団につ

いて始めたいと思います。ロータリー財団ですが、正

式名称が「国際ロータリーのロータリー財団」です。

「ロータリー財団の使命は、ロータリー会員が、人びと

の健康状態を改善し、質の高い教育を提供し、環境

保護に取り組み、貧困をなくすことを通じて、世界理

解、親善、平和を達成できるようにすることです。」と

定義されています。この話は、何度もお耳にされた方

がおられると思いますが、常に私たちロータリアンは、

ロータリー財団が、ロータリーの高い理想を実現する

ために存在しているのだという事を再度、認識して頂

きたいと思って、お話をさせて頂いております。 

 

 

国際ロータリーとロータリー財団が同じ目的に進ん

でいくために、リーダーの連携が必要になります。国

際ロータリーの会長経験者が財団の管理委員長にな

っておりますが、その外にも、国際ロータリーのリーダ

ーとして RC(ロータリー・コーディネーター)や

RPIC(ロータリー公共イメージコーディネーター)と、

ロータリー財団のリーダーとして RRFC(ロータリー財

団地域コーディネーター)やE/MGA(恒久基金・大口

寄付コーディネーター)、EPNC(ポリオ根絶コーディ

ネーター)が連携しております。 
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もう一度、国際ロータリーのプログラムと、ロータリー

財団のプログラムを覚えて頂きたいと思います。ポリ

オプラス・補助金・ロータリー平和センターがロータリ

ー財団のプログラムです。ロータリー財団親善奨学生

制度は、ロータリー財団のプログラムではないことを

覚えて頂きたいと思います。 

 

 

さて、アーチ・クランフが提唱したロータリー財団と

いう小さい組織ですが、いまや巨大な財団に成長い

たしました。 

 

ロータリー財団は 2025 年までに、恒久基金として、

遺贈の誓約を含めると、20億 2500万ドルの目標を

立てています。当初の 26 ドル 50セントから比べると

とんでもない金額です。恒久基金は、投資の収益し

か使用しませんので、年々溜まっていくことになりま

す。 

成長するにしたがって、同時に批判を受けることも

あります。以前からある批判ですが、そもそも私たちロ

ータリアンは「Iサーブ」ではなかったか。私たちロー

タリアンは、職業を通じて世の中に奉仕することが使

命の団体で、社会奉仕の団体ではない。また、そん

な巨大な財団は必要なのか、という問いかけも自然な

ように思えます。 

今年の規定審議会をウォッチされている方はお分

かりと思いますが、ジョン・ヒューコ事務総長(CEO)さ

ん絡みの提案がありました。国際ロータリーとロータリ

ー財団の役職を兼務していること。任期や報酬の上

限に制限がないことなどです。 

また、グローバル補助金が「使いずらい」という声は

前からあります。個人的には、グローバル補助金が残

ってしまって、財団に寄付をするのはどうかと思って

おります。 

ロータリー財団の改善する必要のある部分は多分

にあると思います。私たちの財団ですから、クラブか

ら声を上げて頂き、国際ロータリーを通じて、ロータリ

ー財団をよりよくする方向にして頂きたいと思います。 

私たちロータリー財団は、ロータリークラブが世界

で良いことをするための組織として、ロータリークラブ

に寄り添っていけたらよいのではないかと思っており

ます。ロータリーはクラブが主役です。これからもロー

タリー財団を活用して「世界で良いことをしよう」と思っ

て頂けると幸いです。私どもも協力していきます。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

 

 

ということで、今日の卓話の中身なのですが、「ロー

タリー財団の資金の流れ」を考える際に、ロータリー

財団の現状をおつたえしていと思います。そして、ロ

ータリー財団のお金の流れとして、集める・増やす・

使う、の 3つに分けてお話をさせて頂こうと思っており

ます。 

まず、ロータリー財団の現状ですが、収入が 5億

4528万 5千ドルです。支出が 3億 8363万 9千ドル
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です。1億 6372万 9千ドル資産が増えております。

一番目に付くのは、投資利益ですね。1億 8230万 4

千ドルという投資利益です。支出で多いのはやはりポ

リオプラスです。 

 

 

年次寄付と恒久基金の収益についてもお伝えしま

す。詳しい投資計画については、後でお伝えします

が、恒久基金の 30パーセントというのは驚異的です

が、どんな優秀な投資会社と契約しているのかと思い

ます。ですが、アメリカ経済はコロナ禍でも本当に堅

調で、去年の投資は成功したようです。ちなみに今年

ですが、今年はマイナスになると思います。 

 

世界の国別の寄付額ですが。だんだん日本の順

位が下がって、そのうちに台湾にも抜かれる気がしま

す。面白いのは、インドや台湾は年次寄付が少なくて、

国によって違いが出るのが面白いですね。ポリオの

関心は、日本は他の国と比べるとたかいです。 

 

ロータリー財団は 4億 3千万ドルの寄付を予定し

ています。 

 

日本の目標額も、お伝えしております。 

年次寄付は一人当たり150ドル、ポリオプラス30ド

ル、などです。 

冠名基金ですが、25,000 ドル以上を恒久基金に

寄付した方は、ご本人またはご友人やご家族の方の

名を冠した基金を設立できます。冠名基金を設置し

た場合、元金はそのままで、投資収益の一部のみが

寄付者が指定したプログラムに恒久的に活用されま

す。冠名指定寄付は、通常、次のロータリー年度に

全額が使用されます。 

それでは、集めるということから始めます。先ほど日

本の寄付の目標額をお伝えしましたが、あれは最低

線で、最終的には地区の判断ですこし増やす地区が

多いようです。 

2770地区は、日本全体の地区の中では、地区の

目標額は多い方です。その分クラブには負担だと思

うのですが、寄付が多いということは、地区補助金も

多く使えるという事になるので、その辺をご理解頂き

ますようにお願いしたいと思います。 
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財団の寄付ですが、そのやり方はクラブごとに異な

ります。私の戸田 RCは、会費とは別に頂きますが、

クラブによっては会費の中から寄付を出すクラブもあ

ります。これは例外ですが、財団に寄付したくないの

だけど、「寄付 0 クラブ」になるのは嫌なので、クラブ

が経費として 1万円寄付して終わりというクラブがあり

ました。年次寄付は 200 ドルをお願いしています。恒

久基金につきましてはベネファクターのお願いをして

おります。 

ポリオプラスにつきましても 50 ドルのご負担をお願

いしております。このポリオプラスもそうなのですが、

使途指定寄付というものが出来ます。例えばロータリ

ー平和センターに対する寄付もできます。 

 

 

資金推進委員としては、ロータリーカードの普及も、

使命の一つになっています。ロータリーカード決済を

して頂けると、そのポイントがポリオプラスに行きます。

種類としては、オリコのマスターカードのクラブと個人、

ダイナーズのクラブと個人、4種類となっております。

昨年度は 1021万円がポリオ根絶の活動資金になり

ました。 

一番使われているのはオリコのマスターカードの個

人です。個人では、年会費のかからないオリコカード

が多くて、クラブではダイナーズカードが多いようです。

ぜひ、クラブでの使用お願いいたします。 

私自身は、年会費 2万円をはらって、個人でダイ

ナーズカードを使っております。今年は何とか 7桁使

うことが出来ました。車の車検が大きかったようです。

後はゴルフ代でしょうか。 

これは資金推進として、PRが足りないように感じる

のですが、使用して頂くためには、どのような場面で

どのような使い方があるのか、ダイナーズとマスターの

どちらが良いのか、そういった情報をお伝えした方が

良いと思います。また何らかのメリットがあった方がよ

いと感じています。「使命感だけでやってください」的

な言い方をされる方が多いので、すこし感じ悪いです。

そもそも、みなさん、すでにカードをお持ちで、わざわ

ざ新しく作る必要はないので、オリコカードとダイナー

ズカードの違いなども細かくお伝えする必要があると

思います。たとえば、コストコは、カードはオリコカード

しか使えなませんし、ダイナーズのロータリーカードは、

年会費がかかりますが、他社のカードのゴールドカー

ドのようなメリットがあります。例えばゴルフ場予約など

が出来ます。私の実感としては、個人カードでいえば、

マスターカードのゴールドカードより、ダイナーズカー

ドの方が使えます。 

クラブカードに関して言えば、実績が上がっている

クラブには、地区の補助金がすこし高くなるなどの報

酬があっても良いのではないかと思っています。 

 

 

次に、「増やす」ですが、ロータリー財団の資金の

増やし方です。年次寄付と恒久基金とポリオプラスは、

一言で言って投資の考え方と方法が違います。なぜ

なら、年次寄付は 3年間財団で預からせてください、

その 3年間の収益によって、財団の費用に充てさせ

ていただきます。というのが、原則的な考えかたです。

なので、3 年間という運用期間で投資を考えています。

それに対して、恒久基金は、元本をすべて長期の運
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用が出来るので、比較的自由に投資が出来ます。ボ

リオプラスについては、すぐに使う場合もあり、絶対に

元本割れは出来ないので、収益はほとんど考えませ

ん。年次寄付は、確定利付債が 82％です。確定利

付債とは、契約時に利率が確定している債券です。 

 

恒久基金の運用方法ですが、見てお分かりになら

れると思いますが、株式の運用が主な特徴です。先

ほども言いましたように、アメリカの株価は堅調でした。

これからはわかりませんが。 

最期に使うことについて、お話させて頂きます。小

林年度の年次寄付が、2770地区の DDF(地区財団

活動資金)の資源となります。 

 

小林年度は、49万 8,443.19 ドルが基準となります。

詳細については、財団部門のセミナーの時の資料を

ご覧ください。 

 

お金の流れを確認します。クラブから頂いた寄付

(年次寄付)を TRFは 3年間運用して、運営経費の

5％引いて、その半分が DDF として地区で好きに使

ってくださいというお金になります。もう半分はＴＲＦの

管理委員会が管理して使わせて頂きます。 

DDFの半分までが地区補助金になります。のこり

がグローバル補助金になります 

 

100 ドルの流れとしてはこんな感じです。 

 

 

 

地区活動資金は2つに分かれます。今日は説明し

ませんが「グローバル補助金」と「地区補助金」です。 

この「地区補助金」ですが、補助金管理セミナーの

時にお話ししましたが、地区補助金総額が 14万

2,887 ドルで、そこから財団奨学生の 2万ドルを引く

と 12万 2,887ドルで、大口枠が 40,000ドルなので、
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79,400 ドル残って、寄付目標額達成クラブには

1,300 ドル、未達成は 700 ドルですという説明をさせ

て頂きました。 

 

 

地区補助金ですが、私たち地区役員とクラブの方

とでは、認識に相違があるような気がしております。と

言いますのは、私が社会奉仕委員長やクラブ幹事の

時に感じているのですが、クラブからすると、申請の

時期や最終報告の期限がとにかく早すぎるという気

持ちがあります。 

2月に補助金管理セミナーと、地区補助金申請

書・MOUを 4月に出さなくてはいけない。遅いクラブ

だと、社会奉仕の段取りやそもそも担当者が決まって

いないクラブもあります。社会奉仕をする時期も実施

年度の 3月末までに済ませてください、などと言われ

ます。ロータリーの年度は 6月末なのに、なんで 3月

末なのか、という事も言われます。 

私がクラブの担当だった時ですが、社会奉仕活動

が当初の計画より遅れてしまった時があって、完了報

告書が出ていないと連絡がくるのですね。そもそもや

っていないので完了報告なんて出来るはずもないの

ですね。こうなると引き延ばしですね。最初は電話に

出ないから始まって、しばらくして出すのですが、過

去の分からデーターを引っ張っているので、領収書

が無くて再度書類不備で帰ってくるのですね。そうこ

うしているうちに社会奉仕活動を行って、その日の夜

に出したという記憶があります。 

そういうことは、絶対にやめてくださいというお話で

した。 

なんで早いかというと、2770地区の全クラブの申

請書は、TRFに一括申請します。揃わないと申請出

来ないのですね。申請があると TRFは DGの何番と

いう番号を連れます。そして、該当年度が始まった時

(遅くとも 8月末までに)にお金が下りるようにしなけれ

ばなりません。 

また、完了報告書も 4月末までに出してもらわない

と、揃わないとTRFに出せません。遅くなるとTRFの

チェックも遅くなるので、完了承認がないと、次の年

度の申請が出来ないのですね。TRFのチャックで引

っかかると、差し戻されるのでそれからクラブに連絡し

て直してもらうので、本当に手間がかかります。TRF

の担当者は本当に良くチェックするものだと感心して

おります。2770地区だけでも 60件以上あります。 

クラブの担当者の皆さん、最終報告書は早めの提

出をお願いいたします。 

最後に、資金推進委員として、クラブの皆様に考え

て頂きたいと思っていますのは、「私たちは、なんでロ

ータリー財団に寄付をするのだろう」という事です。 

ロータリークラブの主役はクラブです。ですが、クラ

ブで出来ること以外にも、みんなでお金を出し合えば、

きっと有効な素晴らしい奉仕活動が出来るに違いな

いというのが、アーチ・クランフのビジョンでした。 

いまロータリー財団は 1億 5000万ドルという巨費

を「ポリオ・プラス」に使っています。ウイルス性疾患を

この世から根絶するという途方もない計画であり、そ

れを行うための予防医学のシステムは、確実に世界

を変えています。新型コロナの感染拡大の予防にも

役立ちましたし、これからもそうだと思います。 
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この写真はウィーンのペストの記念柱です。ペスト

が大流行して人口の 3分の 2が亡くなったとされてい

ます。その病が収まったことを神に感謝して作られま

した。昔は神に祈るしかなかった伝染病が、私たちの

手で消し去ることが出来るのだという事を立証すること

ができます。 

また、国際ロータリーは、次の世界を担う若者たち

の為に、お金を使っています。ロータリー財団の平和

フェローや財団奨学生もそうです。 

わたしたちロータリアンが考える世界平和にたいす

る思いとはなんでしょうか。 

 

緒方貞子さんが、ロータリーの国際親善奨学生とし

て、アメリカに旅立ったのは、1951年でした。この年

はサンフランシスコ講和条約の年で、まだ日本はアメ

リカの占領下にありました。その中で行った緒方さん

も凄いのですが、行かせたロータリーも凄いと思いま

せんか。緒方さんの意思を引き継ぐ中満さんも財団

奨学生で学友です。ロータリーの国際親善奨学生は、

第二次世界大戦の翌年から始められました。戦争の

爪痕が残って、人々から憎悪の気持ちが亡くならな

い時期に、始められました。そこにはロータリーの平

和への思いが込められています。フォークランド戦争

の後も、イギリスとアルゼンチンのロータリアンは、平

和のための親善会議を行いました。ウクライナの戦争

に区切りがついたら、国際ロータリーは動き出すと思

います。 

人類も生物ですから、一番大切な仕事は遺伝子を

後世に伝えるという事です。もし私たちの一生が、後

世の人たちにとって何らかの役に立つことが出来たら、

もっと良い世の中にして引き継ぐことが出来たら、私

たちの人生は無駄ではなかったと言えるのではない

でしょうか。 

 

これからも、ロータリー財団は、皆様から頂いた寄

付を大切にして、世界で良いことをしているロータリー

クラブを支援していきます。これからもよろしくお願い

いたします。 

 

 改めてロータリー財団の活動をわかりやすくお伝え

頂き大変勉強になりました。日坂様、ありがとうござい

ました。 

 

  

・今日、卓話をさせて頂きます。よろしくお願い致しま

す。 

RI2770資金推進委員会委員 日坂 敦夫 様 

・お客様ようこそ。  

大島 直幸 

・地区資金推進委員、日坂敦夫様。安国寺副住職町

田千明様ようこそいらっしゃいませ。本日もよろしく

お願い致します。 

江口 公晴 

・日坂敦夫財団委員さん、卓話ありがとうございます。  

小林 操 

・地区のロータリー財団部門資金推進委員会日坂様、

本日の卓話よろしくお願い致します。  

鈴木 英男 

・地区資金推進委員日坂様、日頃は公私共に何かと

大変お世話になっています。本日は卓話何卒よろ

しくお願い致します。  

大熊 正行 

・地区資金推進委員会日坂様、本日どうぞよろしくお

願いします。町田様、ようこそ！  

中澤 伸浩 
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・地区資金推進委員日坂様、安国寺副住職町田様、

ようこそ！ 

須賀 篤史 今井 英治 新沼 徹 

関 雄二郎 中村 隆雄 

・お客様ようこそ。世界平和の為に。 

大濱 裕広 髙橋 忠克 

・本日も宜しくお願い致します。 

伊藤 純 

・世界平和の為に。 

関森 初義 

 

 

 

出席報告 

会員数          41名 

出席者          32名 

出席率          91.0 % 

 

 

 

久し振りの司会で、緊張が極限に達した吉田会員 

 

 

 

 

 

児童館コスモスへ非接触検温カメラ 2台寄贈 

 

会長、幹事、社会奉仕委員長で記念撮影しました。 

 

大濱会長エレクトも記念撮影しました。 
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