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本日本日本日本日のののの行事予定行事予定行事予定行事予定    ((((2011 年年年年 11 月月月月 11 日日日日))))    第第第第 2853 回例会回例会回例会回例会 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：大河内勝彦大河内勝彦大河内勝彦大河内勝彦君君君君    演演演演        題題題題：：：：「「「「大大大大きいおきいおきいおきいお砂糖砂糖砂糖砂糖のののの““““糖糖糖糖””””」」」」     先回先回先回先回のののの記録記録記録記録（（（（例会例会例会例会））））    第第第第 2852 回回回回 ’’’’11 年年年年 11 月月月月 4 日日日日（（（（金金金金））））晴晴晴晴れれれれ ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー財団月間財団月間財団月間財団月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長    加藤隆朗君加藤隆朗君加藤隆朗君加藤隆朗君    講講講講        師師師師：：：：地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    補助金委員長補助金委員長補助金委員長補助金委員長    松尾憲二郎君松尾憲二郎君松尾憲二郎君松尾憲二郎君    演演演演        題題題題：「：「：「：「未来未来未来未来のののの夢計画夢計画夢計画夢計画についてについてについてについて    （（（（財団資金財団資金財団資金財団資金のののの活用活用活用活用についてについてについてについて）」）」）」）」 ロータリーソングロータリーソングロータリーソングロータリーソング        「四つのテスト」    ソングリーダーソングリーダーソングリーダーソングリーダー            日比一昭君 会 員 総会 員 総会 員 総会 員 総 数数数数   73 名   10 月 14 日例会分訂正 出席出席出席出席免除会員免除会員免除会員免除会員   21 名    欠 席 会欠 席 会欠 席 会欠 席 会 員員員員    20 名 本日出席会員本日出席会員本日出席会員本日出席会員   58 名   MAKEUPMAKEUPMAKEUPMAKEUP 会会会会員員員員     7 名 本日本日本日本日のののの出席率出席率出席率出席率  79.45%    訂正出席訂正出席訂正出席訂正出席 率率率率  96.77% 超 過 出超 過 出超 過 出超 過 出 席席席席 岡本康義君（名古屋空港ＲＣ）、寺田晏章君、高木輝和君、八谷潤一君(国際奉仕委員会)     会長挨拶会長挨拶会長挨拶会長挨拶    寺田晏章寺田晏章寺田晏章寺田晏章会長会長会長会長    本日は地区補助金委員会の松尾委員長においでいただいて、卓話をしていただきます。よろしくお願いいたします。 先般 26 日、27 日、28 日と台北滬尾ロータリーのメンバーが多数来日され、当クラブとの姉妹締結の更新が無事完了致しました。皆様のご協力に感謝致します。ありがとうございました。 今年度のロータリー国際大会はタイのバンコクで開催されますが、そのバンコクが今洪水で大変です。バンコクは東洋のデトロイトと言われるくらい自動車とその関連産業の集積地です。多種数

の部品が日本を始め世界に供給されています。その約 7 割が被害を受け、生産がストップしているそうです。その影響で私共の会社も一部休止しております。地震によるダメージがやっと回復したら、今度は洪水です。今年の決算は大変なことになりそうです。一昨日のメールでは日本人居住区のスクムビット地区も冠水が始まったそうです。ロータリーの国際大会はどうなるんでしょう。     幹事幹事幹事幹事報告報告報告報告    八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事八谷潤一幹事    1. 本日『ロータリーの友』『ガバナー月信』11 月号を配布させて頂きました。 2. 11 月 8 日の地区広報雑誌委員長会議に坂井裕君に出席していいただきます。 3. 本日、例会終了後、理事会を開催します。役員、理事、委員長の皆様はご出席をお願いいたします。 4. 地区大会の案内を配布致しました。二次会の出欠もお知らせ頂きますようお願いいたします。 5. 台北滬尾ＲＣからお土産として津島ＲＣ会員の皆様にお菓子、林建明（MAY）さんよりマスクを頂きました。 以上ありがとうございました。     ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス報告報告報告報告    第第第第 2852852852852222 回分回分回分回分    山本一之山本一之山本一之山本一之ニコボックスニコボックスニコボックスニコボックス委員委員委員委員    松尾憲二郎地区ロータリー財団委員会補助金委員長（小牧ＲＣ）ロータリー財団卓話をさせていただきます。ロータリー財団へのご協力今後もよろしくお願いします。 寺田晏章会長、鈴木吉男副会長、八谷潤一幹事 滬尾ＲＣ
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の接待にご協力いただき、ありがとうございました。 服部昭三君 赤十字事業の推進に協力したということで、11 月 10 日に秋篠宮妃殿下より銀色有功章を受章することになりました。 加藤隆朗君 補助金委員長、松尾さんをお迎えして。 山田勝弘君 伊藤幸蔵委員長おつかれさまでした。ゆっくりと一人旅でもしてきて下さい。（くれぐれも滬尾には行かない様に） 浅井賢次君 妻（家内）の誕生日にお祝いを頂きました。 高木輝和君、岡本康義君、服部貴君、三谷栄一君、幅辰雄君、片岡鉄君、山田勝弘君 住田正幸さんに大変お世話になりました。 山田勝弘君 高木輝和さんに素敵なおもちゃ（チャリンコ）をいただきました。大切にします。 伊藤祥文君 坂井裕さんに先日お世話になりました。 余郷利彦君、相羽あつ子君、小林啓子君 滬尾ＲＣ歓迎会を欠席致しました。 坂井裕君 残念ながらウィークリーに写真が載りませんでした。 浅井彦治君、幅辰雄君、服部貴君、伊藤祥文君、松崎安孝君、水野憲雄君、岡本康義君、篠田廣君、住田正幸君、高木輝和君、矢田潔君 伊藤幸蔵国際奉仕委員長、滬尾ＲＣ訪問の設営お疲れさまでした。ご活躍の姿に感激しました。 相羽あつ子君、浅井彦治君、浅井賢次君、日比一昭君、堀田勝君、堀田力男君、生田達一君、伊藤幸蔵君、伊藤誠君、伊藤雅昭君、伊藤祥文君、加藤則之君、児玉昭君、前田昭生君、水野憲雄君、小畑英雄君、大谷与志弘君、岡本康義君、佐藤敬治君、篠田廣君、篠田知生君、住田正幸君、滝川林一君、宅見康悦君、宇佐美三郎君、山田清三君、山本一之君 ウィークリーに写真が載りました。 松崎安孝君、中野義光君、横井知代君、篠田知生君、河西あつ子君、佐藤栄一君、八木秀雄君 その他。                                                         

卓卓卓卓    話話話話    ≪≪≪≪ロータリーロータリーロータリーロータリー財団月間財団月間財団月間財団月間≫≫≫≫ 卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員長財団委員長財団委員長財団委員長    加藤隆朗君加藤隆朗君加藤隆朗君加藤隆朗君    講講講講        師師師師：：：：地区地区地区地区ロータリーロータリーロータリーロータリー財団委員会財団委員会財団委員会財団委員会    補助金委員長補助金委員長補助金委員長補助金委員長    松尾憲二郎君松尾憲二郎君松尾憲二郎君松尾憲二郎君    演演演演        題題題題：「：「：「：「未来未来未来未来のののの夢計画夢計画夢計画夢計画についてについてについてについて    （（（（財団資金財団資金財団資金財団資金のののの活用活用活用活用についてについてについてについて）」）」）」）」        11 月はロータリー財団月間です。貴クラブにて財団の未来の夢計画について説明させていただく機会をいただき感謝申し上げます。津島ＲＣの皆様には、日頃よりロータリー財団(以後Ｒ財団と表示)活動で大変ご協力をいただき御礼感謝申し上げます。  地区Ｒ財団委員会は、大きく分けて 2 つの活動をする委員会構成となります。１つは財団活動のエネルギーとなる寄付金を集める委員会(資金推進委員会)と、もう 1つはご寄付をいただいた寄付金を活用する委員会（補助金委員会、ＶＴＴ委員会、奨学基金・学友委員会、ポリオプラス委員会、Ｒ平和フェローシップ委員会）より構成されています。未来の夢計画のパイロット地区に指定された昨年度より、地区の財団活動を監査するＲ財団監査委員会と、地区 5 大奉仕委員会の委員長も委員に加えて地区財団活動資金（ＤＤＦ）を地区 5大奉仕委員会活動に有効活用できないかを討議するプロジェクトチームが設置されております。  Ｒ財団は 1917 年｢世界でよいことをしよう｣の標語のもと、アーチＣ・クランフ会長が呼び掛け1928 年Ｒ財団と改称し、1983 年アメリカ・イリノイ州法令化による非営利財団法人となりました。  2 年前の大澤年度の地区大会で未来の夢計画のパイロット地区に立候補し、100 パイロット地区の 1 つに認定され、翌年度の田嶋年度よりＲ財団未来の夢計画が進行しております。従来の財団の事業と大きく変わったことは、①ロータリアンが実施するプロジェクトに単年度の効果だけでなく｢｢｢｢持続可能持続可能持続可能持続可能なななな成果成果成果成果をををを生生生生むむむむ｣｣｣｣ことを求められたこと、②プログラムと運営が簡素化（ＩＴ化）されたこと、③世界の主要なニーズ(重点 6 分野)に取り組む世界的目標のグローバル補助金事業と、地域のニーズに取り組む地域目標の新地区補助金事業が提供されたこと、④新地区補助金では意思決定権意思決定権意思決定権意思決定権がががが地区地区地区地区のののの裁量裁量裁量裁量のもとのもとのもとのもと地区地区地区地区にににに移行移行移行移行され、補助金額も大幅に増えたことで「地区・クラブともＲ財団が自分たちのものであるという自覚を高めるようになった」こと、⑤地区活動資金の割振りが大きく変わったことです。世界には寄付金を基にした財
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団・基金がたくさんありますが、寄付金寄付金寄付金寄付金をどのよをどのよをどのよをどのようにうにうにうに使用使用使用使用するかをするかをするかをするかを決定決定決定決定するするするする自由自由自由自由をををを寄付者寄付者寄付者寄付者にににに与与与与ええええているのはているのはているのはているのはＲＲＲＲ財団財団財団財団だけだけだけだけです。  Ｒ財団活動資金は、3 年前寄付していただいた年次寄付金と恒久基金の利息の総額を地区財団活動資金（ＤＤＦ）と、世界財団活動資金（ＷＦ）に 50％に分割します。50％の地区財団活動資金はさらに地域のニーズを目標とする新地区補助金に50％未満、世界のニーズを目標とするグローバル補助金に 50％以上に分割されます。別途にポリオプラスと世界平和フェローシップへの寄贈もＤＤＦより行われます。また、グローバル補助金については世界財団活動資金ＷＦより同額補助が付与されますので、高額の世界的な人道的事業が実施できます。このように、Ｒ財団の補助金を最大限に利用すべく当 2760 地区Ｒ財団委員会は、ご寄付された寄付金の 75％を利用すべく地区委員会・各クラブに働きかけをいたしております。その活動の源泉は、｢年次寄付金・恒久基金・大口寄付・ポリオプラス｣の寄付金です。寄付金額が減少すると、地区財団活動資金も減少します。是非ともご寄付のご協力をお願い申し上げます。  2010～11 年度の第 2760 地区の寄付額は、年次寄付金で1人当り144.61ドルの700,072.94ドル、使途指定寄付金 124,301.39 ドル、恒久基金45,255.10ドルの合計 898,728.43ドルです。津島ＲＣの 2010～11 年度の寄付額は、年次寄付金で 1人当り 146.20ドルの 10,380ドル、使途指定寄付1,741.42ドルの合計 12,121.42ドルです。多額のご寄付に感謝申し上げますと共に、今年度も同様のご協力をお願いいたします。  地域のニーズを目標とする新地区補助金は、パイロット地区として 2 年目となり、各クラブにおかれてはそれぞれの地域のニーズに的確に応えた事業を展開されております。今年度は別紙の通り63 クラブと奨学生派遣の 64 の事業に 168,150 ドルを配布しております。新制度になり新地区補助金事業の計画は、実施年度の前年に計画・申請・地区承認を済ませ、全ての新地区補助金事業はまとめて一括でＲ財団本部に前年度の 4 月末に補助金の使用計画を添えて申請します。実施年度の 8月にＲ財団の承認と資金の振込みがあり、決められた金額を各クラブに送金するのは 8 月末ごろとなります。  一方、重点 6 分野の世界的目標のグローバル補助金は、事業案件１件ごとにクラブまたは地区がＲ財団本部とメールにて事業の提案書の提出・申請書の提出等を行います。世界的ニーズの人道的プロジェクトで大型の事業となりますので、Ｒ財団への提案書の提出とその承認の間にクラブ・地区とＲ財団本部との問合せ、回答に時間がかかり3 ヶ月程度はみておいてください。グローバル補助金委員会は全面的に補助金事業を行うクラブのサポートを行いますので、グローバル補助金事業

を考えるクラブはまず委員会に話を持ちかけてください。お待ちしております。新地区補助金委員会、グローバル補助金委員会ともクラブからの問い合せをお待ちしております。  奨学基金・学友委員会は、今年度重点 6 分野の大学院以上の奨学生を募集しております。1 年または 2 年の奨学生で、奨学金はいずれも 30,000ドルを支給いたします。応募詳細は地区Ｒ財団委員会に問い合わせてください。  ポリオプラスについては、募金中のポリオ 2億ドルチャレンジ寄付も１億 8,000万ドルとなり目標間近です。ポリオの発症も世界であと 4カ国となり収束間近です。撲滅にむけポリオプラスへのご寄付をお願いいたします。また、世界平和フェローシップ委員会では今年度平和フェローシップ奨学生を選任することができました。   以上Ｒ財団とＲ財団未来の夢計画について話をさせていただきました。ありがとうございました。     誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福誕生日祝福（（（（11111111 月月月月））））    河西河西河西河西あつあつあつあつ子子子子親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員親睦活動委員    堀田力男君（ 8 日） 高木輝和君（12 日） 後藤 務君（15 日） 根崎健一君（22 日） 前田昭生君（28 日）     夫夫夫夫    人人人人    浅井賢次夫人（ 4日）  山田勝弘夫人（11日）  佐藤栄一夫人（21日）     結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福結婚記念日祝福    伊藤 彰浩君（ 3日）  野々山勝也君（ 4日） 稲川 明俊君（ 5日） 服部  貴君（10日）   住田 由純君（13日）  佐藤 敬治君（16日）  加藤 隆朗君（18日）  根崎 健一君（23日）   三谷 栄一君（25日）        そのそのそのその他他他他                   

 台北滬尾ＲＣ歓迎にご協力ありがとう!! 
伊藤幸蔵国際 奉仕委員長 

 11 月 13 日に粋き粋き健康教室を行います。 
日比一昭社会奉仕 委員長 



     

 

- 4 - 第 2853 回例会                   

次回例会次回例会次回例会次回例会    第第第第 2854 回回回回    ’’’’ 11 11 11 11年年年年 11111111月月月月 18181818日日日日（（（（金金金金））））    卓話担当卓話担当卓話担当卓話担当：：：：根崎健一君根崎健一君根崎健一君根崎健一君    講講講講        師師師師：：：：愛知県警察本部刑事部愛知県警察本部刑事部愛知県警察本部刑事部愛知県警察本部刑事部    組織犯罪対策課暴力団対策室組織犯罪対策課暴力団対策室組織犯罪対策課暴力団対策室組織犯罪対策課暴力団対策室                    警部警部警部警部    今泉重紀氏今泉重紀氏今泉重紀氏今泉重紀氏    演演演演        題題題題：「：「：「：「暴力団行政暴力団行政暴力団行政暴力団行政とととと今後今後今後今後のののの対策対策対策対策」」」」    おおおお知知知知らせらせらせらせ    2011201120112011～～～～12121212年度年度年度年度RIRIRIRI第第第第2760276027602760地区地区地区地区    地区大会地区大会地区大会地区大会    第第第第1111日目日目日目日目／／／／11111111月月月月19191919日日日日（（（（土土土土））））13131313：：：：33330000点鐘点鐘点鐘点鐘    第第第第2222日目日目日目日目／／／／11111111月月月月20202020日日日日（（（（日日日日））））12121212：：：：00000000点鐘点鐘点鐘点鐘    会場会場会場会場／／／／ウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスルウェスティンナゴヤキャッスル        

                 台北滬尾台北滬尾台北滬尾台北滬尾ＲＣＲＣＲＣＲＣよりよりよりより、、、、メールメールメールメールがががが届届届届きましたきましたきましたきました。。。。                                                  

                 「「「「津島市立図書館津島市立図書館津島市立図書館津島市立図書館のののの花壇花壇花壇花壇」」」」    昨年 11 月 14日、前年度の新地区補助金事業に関連する社会奉仕委員会事業として、津島市立図書館新館オープン 10 周年記念の植樹を実施しました。図書館の庭（駐車場）の一画に植えられたヤマボウシ等の花木がしっかりと根付き、先週アベリア・フランシスメイソンが、いっせいに淡いピンクの花を咲かせていました。             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

          ↑↑↑↑『ロータリーの友』11 月号横組 52ページ「日本ロータリー写真館」に、1960 年 9 月号の記事が再掲載されました。伊勢湾台風災害時に津島ＲＣが活動した内容と写真が！ 

             坂井裕広報委員長 

 故山田忠ヱ門さんが生き証人なんですが…。 

日本津島扶輪社 會          長 寺田 宴章 樣 幹          事 八谷 潤一 樣 國際奉仕委員長 伊藤 幸蔵 樣  主旨：敬告本社授證日期，敬請查照。  說明：10/26~10/29 受 貴社熱列的歡迎與盛大的招待， 非常感謝;另本社固定每年 4 月 16 日舉辦授證晚會， 屆時會寄上邀請函，並敬邀 貴社熱烈參與。 
    

祝祝祝祝            貴社貴社貴社貴社    社運昌隆社運昌隆社運昌隆社運昌隆    

社員閤家健康社員閤家健康社員閤家健康社員閤家健康、、、、快樂快樂快樂快樂    
                  台北滬尾扶輪社 社    長 丁中秋 秘    書 陳水源   國際主委 林建明  謹上  2011年 11月 9日 

←←←←『ロータリーの友』11月号縦組 15 ページに、津島ＲＣのバナーと解説が掲載されました。前年度に投稿しました。 
 


