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　2016ー 2017年度テーマ
R . I . テ ー マ	 「変化をもたらす」
	 	 R . I . 会 長	 イアン H.S. ライズリー
	 	 地区ガバナー	 吉 田 雅 俊
クラブテーマ	 「身も心も健康で、前に進もう」	
	 	 クラブ会長	 田 村 順 二

今後の卓話予定

12/13	 「水で人生は変わる。生命の源『水』の現状」　	
	 	 	 ワールドニュー㈱　代表取締役　吉永通英	様

	12/20	 夜間例会　クリスマス家族会

	12/27	 休　会

	総会員数	 休　会	 出席免除	 出　席	 欠　席	 出席率	 修　正　出　席　率
出　席　報　告

来　訪　者　紹　介

	 41 名	 0 名	 6 名	 34 名	 6 名	 85.00％	 1517 回例会修正　欠席 8名・出席率 79.49％

前回（11/29　1519 回例会）の記録

◆ゲスト 2 名 地区ロータリー財団委員　東京 R.C.　卓話者　永藤昌男	様
	 	 東京北 R.C.　安

あさ か

積武史	様

◆ビジター 0 名	

会長報告＜田村会長＞
・F１レーサーの中嶋悟氏が雑誌に書いてい
ました。晴れた日の高速で素人ドライバー
が出せる最高スピードは110㎞/hrまでだそ

幹事報告＜浜中幹事＞
・選考委員会の面談を通しまして、当クラブの
メンバーに申し分のない人物との報告を頂き
ました。江連氏の入会に異議のある方は来週
火曜日（５日）迄に幹事までご連絡下さい。

・12月のロータリーレートは、１ドル=112円に
なります。

・例会変更のお知らせが入っておりますの
で、くわしくは事務所にご確認下さい。

うです。110㎞/hrであれば突然の緊急事態
に素人ドライバーでも対処できるようで
す。雨の日であれば90㎞/hrまでだそうで
す。安全運転に心がけましょう。

	 	 	 　８ 日（64 才）宮崎守弘君	 　10 日（64 才）後上　清君
12月お誕生日祝	 　
	 	 	 　21 日（64 才）浜中　清君	 　



ニコニコボックス
＜田村会長、浜中幹事＞
・永藤様、安積様、本日はありがとうござい
ます。卓話もよろしくお願いいたします。

＜後上、渡辺、山尾、斎藤、内田、松本、潮田、
小林（博）＞
・永藤様、安積様、本日の卓話「月間に因ん
で」宜しくお願い致します。

＜小林（雅）＞
・女子プロゴルフ、鈴木愛選手、賞金女王
おめでとう‼	

＜中村＞
・いよいよ12月、年の瀬、忘年会シーズン到
来‼呑み過ぎに注意して楽しんでください。

＜職業奉仕委員一同＞
・先日の硝子工場見学会に多数ご参加頂きあ
りがとうございました。晴天の下、盛会で
きました事に御礼申し上げます。

＜後上、渡辺、天笠、髙木、伊石、潮田、斎藤、
河村、内田、古谷、上野、藤掛、大塚、浜中、
立野、太田＞
・吉沼さん、先日は超高級かつ芸術的なお皿
を頂きありがとうございました。

＜天笠＞
・ガラス工場の見学会が楽しかったです。古
谷さん、吉沼さん、大変にお世話になりま
した。ありがとうございます。

＜硝子工場見学会参加メンバー一同＞
・ガラス工場見学会の二次会残金をニコニコ
します。古谷さん、大盤振る舞いありがと
うございます。

＜河村＞
・昨日の誠

せい

雅
が

会
かい

にお来し下さった皆様、ご観
覧頂き誠にありがとうございました。女将
と子供たちの共演、私の方が緊張しました。

＜山尾＞
・英ちゃん、昨日の「花柳輔太朗の会」での
初舞台、紗

さ

羅
ら

ちゃん、英
えいしゅう

秀君、お目出とう
ございます。可愛かったです。

＜髙木＞
・太田さん、キラキラピンバッチありがとう
ございます。これで益々運気が上がります。

＜大泉、岩田＞
・結婚記念日に花束を戴きまして誠に有難う
ございました。

委員会報告
＜次年度幹事予定者＞
・本日次年度理事・役員候補者の名簿を配布
いたしました。次週例会時に年次総会が開
催され承認の運びとなりますので、ご理解ご
協力をお願いします。

＜青少年奉仕委員会　藤掛委員長＞
・青少年奉仕情報第26号をお届けいたします。
p11〜p12にフラダンスフェスin浅草の報告
が載っております。ご一読の程お願い致し
ます。



卓　話

2017-2018 度
クラブ会計
地区ロータリー財団委員会
平和フェローカウンセラー
東京北ロータリークラブ

永　藤　昌　男	様

「月間に因んで」

ロータリー財団　次の 100 年に向けて踏み出した　「はじめの一歩」

ロータリー財団は設立 100 周年を迎え、当地区では改めて「はじめの一歩」

と位置付けています。東京浅草中央ロータリークラブ様からは前年は 6674 ド

ルの寄付を頂きました。皆さまのご支援に感謝申し上げます。1917 年アーチ・

クランフ RI 会長の提唱で財団という基金が創られて、今年のアトランタ大会

では 100 歳パーテイーが催されました。

　財団の使命に沿い皆が協力すれば小さな行為でもバタフライ効果によって

大きな成果につながります。新都心 RCのネパールでの沢山の井戸の設置も、

ゆくゆくは村や国の繁栄につながることになります。　

　さて、財団への寄付金は世界で年 270 億円と収支はきわめて健全です。年

次基金が約半分、ゲイツ財団からの援助が約 1/4 です。一人当たりでは 16,000

円となります。RI との全体では 1,000 億円を超える資産で専門家も交えて投資

にまわされておりチャリティナビゲータで 4つ星の満点の評価を得ています。

100 周年度には募金目標 3億ドルを超えました。主要なプログラムは 3つです

のでシステムは判り易いです。

　ポリオ撲滅　ポリオはワクチンで免疫をつくるのが最善の予防です。生ワ

クチンは熱に弱いので管理・運送も大変です。パキスタンでは駅などで子供

を見つけるとすぐに投与することも行っています。イスラム圏では「子供の

口に薬を入れる」こと自体拒否されることも多かったそうで苦労が続きまし

た。活動はWHO、ユニセフ、CDCも協力し合ってきています。アトランタ

大会では日本政府からも 5,500 万ドルの寄付が約束されました。発症地域は限



られてきましたが徹底撲滅しないと再び 20 万人が発病します。皆様のご寄付

を宜しくお願いいたします。

　東京麹町RCの山田ツネ氏と峰英二氏によってこの活動が財団の事業として

取り上げられました。インドでの惨状を見て免疫プロジェクトを提唱し RI に

訴え、現地で奉仕活動を続けましたが、不幸にも病原菌に犯されて他界され

ました。当地区の皆様には記憶にとどめておいて頂きたいと存じます。

　平和フェローシップ　今、50 か国以上の国際紛争のある中で、平和の推進

者の人材を育てる奨学金制度です。6大学で学ぶ候補者を選抜します。日本で

は ICU で毎年 10 名が学んでおり、短期はタイの大学でして、即戦力として

ユニセフ上級職で活躍中です。ICUの学生のカウンセラーとして、東京青梅

RC・東京北RC・東京練馬西RC・東京ベイRCの会員方が奉仕しております。

一人 20 ドルのご寄付にご協力をお願いいたします。

　補助金プログラム　地区補助金プロジェクトを利用して 8年間で 61 クラブ

が活用して 100 件を超えるプロジェクトで 4,200 万円が使われています。3年

前の寄付の半分が地区に戻ります。小規模な活動で最大 40 万円まで補助され

ます。貴クラブでは 2015-16 年度に福島県いわき市フラガール支援を実施し

て頂きました。プロジェクトは主に 3つに分類でき、ミシン・卓球台寄贈や、

ブランコ・浄水器設置、母子支援・いじめ防止イベントなど。お役所と相談

するクラブも多いようです。承認まで 1年かかるので最初の年はクラブ自費

で実行して次の年に補助金を使う方法もお薦めです。

　グローバル補助金は総額 3万ドル以上の活動に対してで、日本が途上国を

支援しているケースが多いようです。

　当地区の寄付は前年度 67 万ドルで、89 年以降では 2番目でした。年次基金

76%が多く、4つの基金ではポリオや平和フェローの理解が足りません。年次

基金だけでは無く恒久基金、ポリオ撲滅、平和フェローへのご寄附をご検討

頂ければ幸いに存じます。ご寄附に対して個人やクラブに認証や表彰制度も

ございます。また個人法人からのご寄附には税制上の優遇措置が受けられま

す。

　結びにロータリー財団の使命は。ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、

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、親睦、平和

を達成できるようにすることです。

　財団の意義をご理解頂きロータリアンお一人お一人の真心を頂き、ご寄附

のご協力をお願い申し上げます。

＜今週担当　後上　清＞




