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■ 副 会 長 報 告         江﨑 直利君 

会長代理で挨拶さ

せていただきます。 

まずは補助金事業

のコスモス畑での

企画ご協力ありが

とうございました。 

無事晴天に恵まれ

て小池さんからのジャンボかぼちゃ提供でメイ

ンシンボルができました。 

また春に企画していますので、試しに一度おいで

ください、お待ちしています。 

今回現役会員の多々良睦生さんのご逝去により、

有志会員からの一言メーッセージをいただきた

いと思います。 

回覧しますのでよかったら書いてください、まと

めてご遺族へお渡しする予定です。 

 

■ 理 事 会 報 告        渡邊 博文君 

・12・1 月プログラムは承認されました。 

・指名委員会について、第1回目の話し合いは終了

しましたが、今月中に数回議論が必要な為、

継続審議。 

・故 多々良君の会費返金について、会費 1か月

（16,667 円）×2 か月分の返金を 45 日過ぎに

返金することで承認されました。 

・新会員について、本理事会で新会員の（渕脇一啓

さん）入会が承認されました。11月 14日までに

異論がなければ、12 月に入会します。 

・地区大会 集合場所と時間のお知らせについて、

増員6名（計19名）参加。集合場所：もより駅・

集合時間：ＪＲ藤枝駅9：02発の電車に乗車。 

■ 幹 事 報 告          渡邊 博文君 

・第 2620 地区より 
国際ロータリー財団ニュースが届いております。 
2016 年 1 月のロータリーレートは、1 ドル＝ 
１０２円と本部より連絡がありましたので御報告 
させて頂きます。（参考：10 月ロータリーレート 
102 円） 

・会員推薦状（渕脇一啓さん）を回覧します。 
異議申し立ての受付は 11 月 14 日までです。 

■ 出 席 報 告             藪﨑 茂君 

本日のホームクラブ

出席者 
前回の補正出席者 

39／45 86.66％ 46／46 100.00％

(１)欠席者（事前連絡とメークアップをどうぞ） 

○川口君 ○鈴木寿君 ○富澤静君 ○山田君 

佐野裕君 内藤君 

(２)メークアップ者  

朝比奈 潔君（静岡・静岡北） 佐野 芳正君（静岡） 

飯田 敏之君（静岡北） 内藤 浩光君（藤枝南） 

小林 正敏君（藤枝南） 森竹 正晃君（榛南） 

梅島 純夫君（静岡） 稲葉 俊英君（静岡） 

■ スマイル B O X            藪﨑 茂君 

・今週で第 3 回目の各クラブ訪問が終りました。 
9 クラブ廻るには３週間かかります。何とか 
ガバナー補佐の任務をこなしています。ＩＭ実行 
委員会の皆様、ご同行、ＰＲありがとうござい 
ました。                      朝比奈 潔君 

・商工会議所の任務をとりあえず全うすることが 
出来ました。南ＲＣの皆さまのご支援に感謝 
申し上げます。                 小林 正敏君 
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・先月の妻のバースデイ出し忘れました。倍つけで 

お願いします。                 内山 淑夫君 
・誕生日、結婚記念日のお祝いありがとうござい 

ました。年に一度に済んで助かります。 
鈴木 健夫君 

・家内の誕生日プレゼントありがとうございました。 
江﨑 直利君 

・家内の誕生日プレゼントありがとうございました。 
富澤 賢一君 

・結婚記念日のプレゼントありがとうございました。 
昨日、何事もなく過ごしてしまいました。頂いた 
プレゼントをしっかり渡したいと思います。 

中山 恵喜君 
・誕生日プレゼントありがとうございます。11 月 

23 日に古希を迎えます。これからは一日一日を 
大切にいきていきたいと思っております。 
追伸・体調不良ですが 100％出席を達成する為、 
今日も無理して出席しました。  伊藤 恒夫君 

・会員誕生日プレゼントありがとうございます。 
40 代最後の 1 年を楽しみたいと思います。 

桑原 茂君 

スマイル累計額  ２０７，０００円 

■ 会 員 卓 話                   

 

 

財団米山委員会 

 富澤 賢一委員長 

 

 

 

ロータリー財団の標語は皆さんご存知だと思い

ますが、「世界でよいことをしよう」が標語です。 

ロータリー財団の使命は、ロータリアンがそれぞ

れに健康状態を改善し、教育への支援を高め、貧

困を救済することを通じて、世界理解、親善、平

和を達成できるようにすること。と２００７年の

規定審議会で承認されております。 

 

ロータリー財団は、皆さまからのご寄付を、世

界中の人びとへの奉仕に役立て、時間と資金、

そして職業人としての経験と知識を生かして奉

仕活動をするロータリアンの世界的ネットワー

クを通じ寄付は、ポリオの撲滅や平和の推進と

いったロータリーの優先活動のために有効に活

用されています。 

 

徹底した資金管理のもと、ロータリー財団が各

メンバー（皆さん）の寄付を大切にしているこ

とを理解して頂き、未来の世代のためにより良

い世界をつくるロータリーの支援を理解協力し

て頂きたいと思います。ので是非ご支援をお願

いしたいと思います。 

 

財団の歴史 

1905 年 信頼し合える４人で会合を開きロータ 

   リークラブが誕生。 

1910 年 全米ロータリークラブ連合会が新設。 

    ６０名の登録者数で国際大会が開催さ 

れポールハリスが初代会長となる。 

1917 年 当時のロータリー会長、アーチ・クラン 

 フが「世界でよいことをするための」基 

 金の設置を提案し、この基金が１９２ 

８年に「ロータリー財団」と名づけられ 

て国際ロータリーに組み込まれ、現在の 

ロータリー財団にいたっています。 

1947 年 財団初のプログラム「Fellowships for 

Advance Study（高等教育のためのフェ

ローシップ）」を開始。このプログラ

ムは後に「国際親善奨学金」として知

られるようになる。 

1965～66 年 財団が新たに「研究グループ交換

（GSE）」「Awards for Technical 

Training（技術研修のための補助

金）」「Grants for Activities in 

Keeping with the Objective of The 

Rotary Foundation（ロータリー財団の

目的を果たす活動のための補助金、後

の「マッチング・グラント」）」の 3

つのプログラムを開始。 

1978 年 「保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）

補助金プログラム」を開始。3-H 補助金

のプロジェクト第一号として、フィリ

ピンの 600 万人の子どもたちにポリオ

の予防接種を実施。 

1985 年 全世界でポリオの撲滅をめざす「ポリ

オプラス・プログラム」を設置。 

1987～88 年 初めての平和フォーラムが開催さ

れ、これが「ロータリー平和フェロー

シップ」創設のきっかけとなる。 

2013 年 世界中のロータリアンがグローバルな

ニーズに応えられるよう、新しい補助

金モデル（地区補助金、グローバル補助

金、パッケージ・グラント）を導入。 
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２０１３年時点で、１９１７年に２６

ドル５０セントの寄付から始まったロ

ータリー財団は、１０億ドル以上の寄

付を受けるほどの大きな財団に成長し

ました。財団はこうして多くの方々に

支えられ、人道的分野や教育面での支

援活動を続けています。 

２０１７年に１００周年を向かえます。 

１００年前、１９１７年のアトランタ大会で、当

時のアーチ・クランフ会長が「世界でよいことを

する」ための基金の設立を提案。最初に寄せられ

た２６ドル５０セントの寄付から、今日までに世

界有数の財団に成長したロータリー財団は、これ

までに３０億ドル以上をプログラムやプロジェ

クトに提供してきました。  

財団生誕の地で行なわれる１００周年の祝賀は、

「世界でよいこと」をしてきた 1世紀を誇りとと

もに振り返り、これからの 1世紀の課題を語りあ

う最高の機会と言われています。 

１００周年のイベントとしてポリオ撲滅に関する

基金のお願いということもあるようですが、皆さ

んご承知のとおりビルゲイツ財団とＲＩを含めた

ロータリー財団が２０１８年にはポリオ撲滅し基

金のお願いがなくなるのではと言われていますが、

「あと少し」と言われながらなかなか減らなかっ

たと言え後２ヶ国となっているそうです。 

 

財団・米山への寄付（目標）として 

年次寄付 財団１００周年を祝い一人当たり２

００ドル以上達成し、全会員が寄付０なしを目標 

ポリオ寄付 全クラブ一人当たり４０ドル以上 

ベネファクター１クラブ１０００ドル以上 

地区より大口寄付２名以上 

全クラブ過去５年間での寄付額を最高額に達成

するように努力する 

米山記念奨学金寄付を一人２００００円以上 

ロータリーカードの普及 

カードについて、ただ作ればいいのではなく１年

間で一度も利用されなかった場合は無効となり

自動解約されるそうなので利用頻度の少ない方

は公共料金の支払い等に本カードを利用して頂

きたいと財団からの要望があります。 

最後に、出来ることは少ないと思いますが、その

一つとして先ずは例会でのテーブルポストにご

協力頂ければいいのかなと個人的には思ってお

ります。 

 

 

■ 今週の一言         杉山 茂範君 

「マイブーム」と

いうお題をいただ

き、これと言って趣

味のない自分なの

で、ないという結論

になりかかりまし

たが、いろいろ考え

てみると近頃読書をしてるかなということに気

づきました。特別意識しているわけでもなく、た

だ何となく待ち時間や空いた時間に本をパラパ

ラという感じです。カテゴリーも特に決まったも

のはなく、ご紹介いただいたり、書評を見て気に

なったもの、書店で目に留まったものなど読んで

います。 
現在は稲盛和夫さんの『燃える闘魂』（毎日新聞出

版）を、そして次に読む予定が原田マハさんの『楽

園のカンヴァス』（新潮文庫）です。こんな感じで

雑多ですが、何となく習慣となり自分なりの読書

を楽しんでいます。 
 
 
 
 

例会日 クラブ行事 摘要 

11/11(金) 

第 1204 回
会員卓話  

11/18(金) 

第 1205 回
会員卓話  

11/25(金)

第 1206 回
地区大会報告  

12/2(金) 

第 1207 回

クラブ年次総会 

会員卓話 
理事会 
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場 所 ： 華笑園（藤枝市本郷 286） 

日 時 ：１０月２２日（土） 

主 催 ： 藤枝南ロータリークラブ 

共 済 ： 藤枝子どもと本をつなぐ会 有志 

      藤枝市立図書館 

 

 

 

 

 (担当／小池君) 

コスモス畑でお話し会 
１１月のお祝い 

おめでとう 

ございます！ 


