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THE ROTARY CLUB OF CHOSHI 

創 立 昭和32年３月２３日 

RI承認 昭和32年４月１５日 

会 長 島 田 洋二郎 

副会長 松 本 恭 一 

幹 事 石 毛   充 

会 計 金 子 芳 則 

例会日時 毎週水曜 12:30～ 

例会場  銚子商工会館５F大会議室 

事務所  銚子市三軒町19-4 

     銚子商工会館4階 

電 話  0479-23-0750 

ファクス 0479-25-8789 

E‐mail  rotary@choshinet.or.jp 

URL http://www.tcs-net.ne.jp/~crc   

2016～2017年度 ＲＩテーマ 

人類に奉仕するロータリー 

ROTARY SERVING HUMANITY  

2016〜2017ＲＩ会長 ジョンF.ジャーム 

 

国際ロータリー第2790地区 

銚子ロータリークラブ会報 

第２７９０地区 

ガバナー 青木貞雄 (成田コスモポリタンＲＣ)  

広報・会報委員会 委員長 信太 秀紀 

委  員 金子 芳則  

 
 

、兒玉 英子  

今週のプログラム 

「新入会員卓話」 

副島 賢治会員 

 

前回例会報告（１１月２日） 

点      鐘：島田 洋二郎会長   

国歌君が代斉唱 

ロータリーソング：奉仕の理想 

四つのテスト唱和   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ビジター紹介 

米山奨学生 金 秀斌様 

会長挨拶 
銚子ロータリーク

ラブ 60 周年記念事業

で設置を行なった駅

前ロータリーの花壇

ですが、9 月に植えた

コスモスがダメにな

りましたので、先週、

金島事業委員長、宮内

副委員長と幹事で、銚子市の社会福祉施設「み

さき園」へ伺い、花植の協力をお願いしてきま

した。皆様にはご連絡を致しませんでしたが、

60周年事業として、本日朝 9時より、ガーデン

シクラメンとパンジーをそれぞれ 4基の花壇へ、

みさき園の皆様と一緒に植えてきました。また、

本日の理事会で、みさき園の皆様には社会奉仕

の一環として今後もご協力を頂くことと致し

ましたので、この場をお借りしてご報告をさせ

て頂きます。 

さて、11月となりました。今月は「ロータリ

ー財団月間」となります。今日の卓話は上総ロ

ータリー財団委員長です。この後ロータリー財

団の歴史などについてのお話があると思いま

すが、ここで国際ロータリーとロータリー財団

の関わりについて少しお話をさせて頂きます。 

ロータリー財団の正式な名称は「国際ロータ

リーのロータリー財団」です。まず、国際ロー

タリーの決定機関は理事会ですが、この理事会

は、RI会長（本年度はジョン・Ｆ・ジャーム氏）

と RI 会長エレクト（本年度はイアン・ライズ

リー氏）を含め、19人の理事、そして事務総長

（ジョン・ヒューコ氏＝ウクライナ）となりま

す。その中で、日本からは豊田ロータリークラ

ブの 斎藤 直美氏 が理事をされています。国

際ロータリーの事務総長は国際ロータリー世

界本部（イリノイ州・エバンストン）そして、

世界 7か国にある国際事務局で働く約 800人の

職員を指揮しています。その 7か所は、東京・

チューリッヒ・ニューデリー・ソウル・ブエノ

スアイレス・サンパウロ・シドニーとなります。
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そしてこの国際ロータリーの事務総長が、ロー

タリー財団の事務総長を兼任することとなっ

ています。 

一方、ロータリー財団には理事会ではなく

「管理委員会」という決定機関があります。こ

の管理委員会の構成は管理委員 15 名、そして

事務総長(＝国際ロータリーの事務総長)とな

ります。この管理委員は国際ロータリーの会長

が任命し(実際は前年度となるので会長エレク

トの時となる)、国際ロータリーの理事によっ

て承認をされることになります。財団管理委員

会を統括するのは管理委員長で、今年度は 2013

‐14年度国際ロータリー会長＝カルヤン・バネ

ルジー氏（インド）が管理委員長をされていま

す。また日本からは浦和東ロータリークラブの 

北 清治氏 が 2016－2020 年の間、管理委員と

なっています。北氏は前年度まで国際ロータリ

ーの理事をされていました。 

国際ロータリーの事務総長がロータリー財

団の事務総長を兼ねるのですが、手続要覧第 5

章で「事務総長はロータリー財団管理委員会と

管理委員長の下に、ロータリー財団の最高執行

責任者となる」そして「事務総長は財団の任務

のいずれをも、適切な職員に委任できる」とあ

ります。財団の事務総長は国際ロータリーの事

務総長でもあるので、財団の仕事についても国

際ロータリーの職員がお手伝いをするという

こととなります。また、財団の管理委員長は国

際ロータリーの会長経験者、管理委員は国際ロ

ータリーの理事経験者がその職に就くことが

多く、「国際ロータリーのロータリー財団」と

言う通り、非常に密接な関係にあるということ

です。 

2013年にロータリー財団が新たに設けた「未

来の夢計画」にはグローバル補助金と地区補助

金がありますが、銚子ロータリークラブは「ダ

バオ盲学校支援プロジェクト」、そして今年の

「駅前ロータリー広場の改修」と、2 回、地区

補助金を活用してきました。一方のグローバル

補助金については、ほぼ国際奉仕に限定され、

継続事業となるので難しいところも有ります

が、単年度の地区補助金はとても使いやすく、

申請も複雑ではありませんので、どんどん活用

していくべきだと思います。ただし、これを活

用するには、年を越して 1月に開催される「地

区ロータリー財団補助金セミナー」に必ず出席

をして、「MOUカード」を提出することが条件で

すので、松本副会長にはお忘れの無いようにお

願い致します。 

最後になりますが、今月の 26 日、分区行事

として、八日市場の匝瑳公民館において、「第 7

分区ロータリー情報研究会」が開催されます。

皆様にはセミナーへの参加をお願い致しまし

て、会長挨拶とさせて頂きます。 

 

第 5回定例理事会報告 

１）１１月１２月 1月プログラムの件 …承認 

２）地区大会決算案の件       …承認 

３）ガバナー公式訪問合同例会決算報告の件         

…承認 

４）クリスマス家族親睦会予算案の件  

…承認 12月 21日点鐘 18時 太陽の里 

５）Ｒ情報研究会の件        

…承認 11月 26日(土)匝瑳市公民館 13時半～ 

６）新入会員カウンセラーの件      

…承認 石毛新会員のカウンセラーは高橋宏資

会員に決定。 

７）地区補助金「奉仕プロジェクト報告書」の件 

…承認  

 

 

 

幹 事 報 告 

【週報拝受】八日市場 RC、銚子東 RC、舘山 RC 

1. 財団室 NEWS 11月号 

2. ロータリー財団月間リソースのご案内 

…ガバナー事務所 
 
 
 
 
 
 

【例会変更】 

銚子東ＲＣ 

11 月 8 日(火）→9 日(水）移動例会 東京方面へ

（8日は振替休会） 

成田空港南ＲＣ 

11月 3日(木)休会（3日文化の日） 

   6日(木)ロータリーデー 

さわやか少年野球教室  

  17日(木)夜間移動例会 点鐘 18時半  

あづま庵 

  24日(木)休会(23日勤労感謝の日) 

旭ＲＣ 

11月 25日(金)休会→26日(土)Ｒ情報研究会へ

振替休会 

千葉科学大学ＲＡＣ１１月の例会は 

１０日(木)・２４日(木)です。 
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会員の記念日 
☆誕生日おめでとうございます。 

高橋 宏明会員（10月 27日） 

 

 

 

 

 

☆古稀祝 おめでとうございます。 

坂本 尚史会員(10月 7日) 

 

 

 

 

 

☆結婚記念日 

小田島國博会員（10月 27日） 

宮﨑 裕光会員（10月 28日) 

高橋 宏資会員（10月 31日） 

 

☆入会記念日 

猿田 正城会員（10月 30日） 

 

☆創業記念日 

高瀬 幸雄会員（11月 1日） 

金子 芳則会員（11月 2日） 

ニコニコＢＯＸ 

✧宮内 龍雄会員   

ご心配をおかけしました。一

度心臓が止まりましたが、再

生してまいりました。 

 

 

 

 

卓  話 

「ロータリー財団月間に因んで」 

上総 泰茂ロータリー財団委員長 

ロータリー（Ｒ）財団のグ

ローバルな活動や地区補助

金を実現させているのが、

私たち会員からロータリー

財団への寄付になります。

身近なところで今年銚子駅

前ベンチ寄贈やダバオ盲学

校支援に活用された地区補

助金がありますがグローバ

ルな活動は意識的に活動情報を求めなければ理

解されにくくＲ財団の評価に繋がらない傾向が

あります。今年はＲ財団創設１００周年になりま

すのでＲ財団の成り立ちから今までを振り返っ

てみます。「世界でよいことをしよう」という題

名の本から抜粋しました 

ロータリーの初期 
ロータリーの初期には会員間で親睦、相互取引、

奉仕と目的の相違が生じましたが「仲間に最もよ

く奉仕する者、最も多く報われる」という標語を

掲げ奉仕クラブへの道が開かれました。 

ロータリー財団 
より良い地域づくりのための活動やポリオの撲

滅や平和の推進といったグローバルなキャンペ

ーンを展開し資金面で支えているのが、ロータリ

ー財団です。ロータリー財団の使命は、ロータリ

アンが、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です。 

ロータリー財団の歴史 
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。この基金が 1928 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。 

財団の成長 
1929 年、財団は初の補助金 500 ドルを国際障害

児協会へ贈りました。この協会は、ロータリアン

だったエドガー F. “ダディー” アレンが創設した

もので、後に「イースター・シールズ」（米国の

慈善団体）となりました。 

 

財団は第二次世界大戦中とそれ以降も戦地への

救援資金を送り続けました。 

 

1947年、ロータリー創設者のポール・ハリスが亡くな

ると、多くの人びとから国際ロータリーに寄付が寄せ

られました。この寄付は「ポール・ハリス記念基金」と

なって、その後のロータリー財団の発展のために役

立てられました。（財団初の奨学金制度導入や第二

次世界大戦ですべてを失った人々のための緊急援

助に活用されました。） 

財団プログラムの変遷 
1947 年 

財団初のプログラム「（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民間の支援で

は世界最大の「国際親善奨学金」として知られるよう

になります。 

1965～66 年 

１９６４年には初めて年間の寄付が総額１００万ドル

を突破しました                              

財団が新たに「研究グループ交換（GSE）」、（技術
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研修のための補助金）」、（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 

１９７８年に開催された東京大会ではロータリー７５

周年記念基金を設立し「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。 

1979年 

Ｒ財団の資金配分方法や使い道についての不信

を払拭するためにシェアーシステム（国際財団と

地区財団とで活動資金を 2分する）を導入し財団

の収入は劇的に増加しました。 

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 

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。 

銚子ロータリークラブとＲ財団との直接的な

接点は交換留学生の派遣、受入や地区の活動に地

区補助金の活用と活動のほんの一部です。その他

にポリオ撲滅活動をはじめとして全世界によい

ことをしようと補助金を活用してさまざまな活

動をしています。未来の夢計画によって効果的に

なった活動や補助金を実現させているのが、私た

ちからロータリー財団への寄付です。そしてロー

タリー財団はいくつかの格付け期間で最高評価

を得ている信頼できる組織です。クラブと個人会

員の寄付の累計額が財団に記録され協力した証

にもなっています。銚子クラブでは例年数名のポ

ールハリスフェローと年会費から一人当たり年

次基金２０００円とポリオ寄付３０００円をＲ

財団に寄付しています。本年度はＲ財団１００周

年ということで一人年間目標１５０ドルは強制

ではありませんが今年度の関心と御協力をお願

い致します。 

 

 

 

金秀斌君へ奨学金交付 

 

 

委員会報告 

宮内 龍雄クラブ情報委員長 

11 月はロータリー財団月間

であります。ロータリーの友

でも月間に因んだ記事が色々

と掲載されています。財団に

ついてのお話は本日の卓話で

上総 R 財団委員長よりたっぷ

りと聞かせて頂けると思いま

す。12～17 ページに掲載され

ている、京都モーニング RC の太田和夫さんの論

文「日本のポリオ」が大変素晴らし内容となって

います。ポリオについて様々な角度から検証され

た、大変わかり安い文章となっています。ぜひ熟

読をお願いします。因みに京都モーニング RC は

第 2650 地区の京都ホテルオークラで木曜日、朝

8：00 より例会が開かれている珍しいクラブです。

私も一度参加しました。皆さんも京都モーニング

RC で朝、メーキャップをしてそれから嵐山で紅

葉でも・・・・ 

 

６０周年記念事業 

11 月 2 日(水)午前９時～ 

ガーデンシクラメンとパ

ンジーをそれぞれ 4基の花

壇へ植えました。☞ 

 

【出席報告】 

会員総数４１名 

出席計算３８名 

出  席２７名 欠席１１名 出席率 71.05% 

欠  席：伊東君・越川君・丸山君・宮内(秀)君 

宮崎君・大岩君・大里君・佐藤君 

杉山君・富永君・高橋宏明君 

【Ｍ Ｕ】  

11/2花植え石毛君・金島君・宮内(秀)君・島田君 

11/6地区 RACミーティング 丸山様 

【ニコニコ】 

 

ニコニコ BOX ￥ 9,000 計 ￥191,000 

スモールコイン ￥ ― 計 ￥ 18,290 

米山 BOX ￥ 2,650 計 ￥ 19,310  

希望の風 ￥27,000 計 ￥132,100 

次週のプログラム（１１月１６日） 

「米山奨学生卓話 」 

米山奨学生 リュウ シュエフェィダン様 

地区米山記念奨学会委員長 富一美様 

お弁当：膳（幕の内） 

https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/649
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/649
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/872
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/872
https://www.rotary.org/myrotary/ja/node/872

