国際ロータリー2015～16 年度会長 K.R. ラビンドラン

第 2679 回例会 平成 27 年 11 月 6 日（金）
◇ 先月の出席率
・出席奨励
川島 利昭 会員リーダー
先月の出席率は 69.93％でした。4 ヶ月平均 74.12％。ホテルでは 50 食用意しております
が、これで 80％の出席率です。かなりの残食が出ておりますので、まずは 50 食 80％から
始めていただき 100％を目指してお料理をご用意させていただきたいと思っておりますの
でよろしくお願いいたします。
◇ 月初めのお願い
・Ｓ．Ａ．Ａ．（正）
後藤 敦 会員
月初めは抽選でお席を決めさせていただいておりますが、今日もご協力いただきありがと
うございます。
「今日は何の日？」ということで調べましたら、日本で始めてお見合いが制
定された「お見合いの日」だそうです。
◇ 点
鐘
石川 憲弘 会長エレクト
◇ 国歌斉唱
◇ ロータリーソング
奉仕の理想
◇ 四つのテスト
歌唱
◇ 誕生日
矢島紀昭会員 S15.11.17 平野省二 S15.11.29
池内富男 S20.11.29 角田幸弘 S30.11.1
【欠席】
岸田照泰 S29.11.8 角田憲司 S29.11.21
◇ 結婚記念日
小宮山四郎 S46.11.14 神崎誠 S57.11.6
【欠席】
沢田喜信 S36.11.3 仲村盛政 S41.11.3
滝澤尚二 S42.11.15 藤崎寿路 S49.11.23
堀口路加 S58.11.19 小坂裕巳 H3.11.6
甲田直弘 H16.11.7
◇ ニコニコボックス
橘 昌孝 会員：今日は私のことを好きなお子さんがいるということを雑誌に投稿し、そ
の記事が掲載されたということで、ご紹介いたします。
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『先生が好きすぎて』
3 年 7 ヶ月の息子は 6 ヶ月の時からお世話になっているおじいちゃ
ん先生の耳鼻科が大好き。診察台に自分でよじ登り口を大きく開け
てありがとうございましたとハイタッチするのが常。先日診察に行
った時のこと。
「ねぇ、じいじ」と普通に話しかける息子に対し、
「な
んだ坊主」と答える先生、あまりの自然さに周りの看護師さんたち
とみんなで大笑いしました。
角田 幸弘 会員：今日は、赤いジャケットで来ました
が、お察しのとおり還暦になりました。家内からのプレ
ゼントです。成田ロータリークラブからも先月の結婚記
念日、今月のお誕生日に素敵なプレゼントをいただきま
して、ありがとうございました。ところで、１０月２６
日の朝日新聞夕刊の社会面の「各駅停話」に「成田ゆめ
牧場」での活動が取り上げられましたので回覧していた
だいております。
もうひとつ。松山に坊ちゃん機関車がありますが、３８
年前にそのレプリカを正確につくられた、米山徹朗氏に
１５年振りにお会いしてきました。米山さんは、ミカン

ＳＬ駆ける「秘密基地」
ポーーッ。秋晴れの下、蒸気機
関車（ＳＬ）の汽笛が鳴り響く。
滑河（なめがわ）駅近くの観光
施設「成田ゆめ牧場」。毎年春秋
の計約１０日間、客を乗せ、１周
５００メートルの線路を走る。途
中に駅や機関庫、橋もある。レー
ルを敷き運行するのは牧場では
ない。鉄道好きが集う「羅須地人
（らすちじん）鉄道協会」の人た
ちだ。

畑のモノレール運搬軌道をつくられた方で、ミカン畑は
収穫したミカンを運ぶのが一番の重労働なので、このモ
ノレールは驚くほど売れたそうです。御年８５歳で松山
市の米山工業の取締役相談役。たいへん元気な方です。
もしかしてとお聞きしたら、松山西ロータリークラブの現会長でした。入会は４２年前だ
そうです。松山西ロータリークラブは、会員数３０名。例会は火曜日で夜間が多いそうで
す。
「米山姓のおかげでずいぶん寄付しちゃったよ」と、豪快に笑っておられました。今回
訪問したのは、機関車のオーバーホールを行っているということで、製作の苦労話もお聞
きしたいとお願いしてのことでしたが、行ってみると、坊ちゃん列
車の客車２両分の部品を出しておいてくれて、
「角田さん。予備で作
った部品だから持って行きなさい」というのです。ということで、
１０トンばかりの部品を渡されましたが、坊ちゃん客車になるか分
りませんが成田で活躍させてみたい夢を見て、にこにこさせていた
だきます。
矢島 紀昭 会員：佐瀬会長に推薦者になっていただき、写真を撮っ
ていただき、フリーマガジンのＲＯＫＵ11 月号に掲載されました。中
学からテニスをやって 60 年。記事の内容もテニスのことばかりです
が、これからも続けていきたいと思っております。機会がありました
らご一読ください。
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◇ 会長挨拶
佐瀬 和年 会長（石川憲弘会長エレクト代読）
三泊四日の、新モンゴル高専訪問の旅に出発します。堀口会員、
平山会員、それぞれの想いはおありでしょうが、学生たちが将来
を見据えた、向学心に燃えた目をしている生徒たちであるか、流
行に乗って学業を選んだのかを、自分の目で感じとりたいのです。
もう一つは、モンゴルと言う国はこれから、日本とどのような
交わり方をして行くのだろうか考察したいのです。成田ロータリ
ークラブは、日本の国内外に親交を持つクラブを拡げ、個々の人為的交流を図り発展する
一つの足跡を印したいのです。
◇ 委員会報告
・ロータリー財団・米山記念奨学委員会
ロータリー財団 豊田 磐 会員
米山記念奨学

遠藤

佐久間 高直 会員、小宮山
石川 憲弘 会員

◇ 幹事報告
深堀
≪回覧≫
・角田会員の滑河駅の記事
・各種出欠表

伸之

英一
四郎

委員長
会員

幹事

・週報
成田空港南ＲＣ
・例会変更
白井、富里、多古ロータリークラブ
・K.R.ラビンドラン 2015-16 年度ＲＩ会長からのメッセージ
・財団室ニュース１１月号
・国際ロータリー日本事務局 業務推進・資料室より
１２月「疾病予防と治療月間」のリソースのご案内
≪連絡≫
・11 月のレート １２０円
・11 月 13 日（金）研修セミナー及び新会員歓迎会 場所：Ｕ－シティホテル
◇

卓話

ロータリー財団について
近藤博貴

会員（ロータリー財団リーダー）

○ ロータリー財団の使命
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
○ 第２７９０地区のロータリー財団委員会は、次の６つの小
委員会に分かれて活動している。
１．グローバル補助小委員会
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2013～14 年度から導入された「未来の夢計画」による国際財団活動資金(WF)
と地区財団活動資金(DDF)の補助金を使用して、次のような活動を行なっている。
① 人道的プロジェクト
・平和と紛争予防／紛争解決
・母子の健康
・疾病予防と治療
・基本的教育と識字率向上
・水と衛生
・経済と地域社会の発展
② 奨学金制度
大学院レベルの留学に対する奨学金を支給する。
③ 職業研修チームを支援する。

２．補助金小委員会
次の活動がこの補助金の対象となる。
・財団の使命に当てはまる活動
・ロータリアンが積極的に関与する活動
例えば当クラブがかって行なった映画会などの活動
３．ロータリー財団資金推進管理小委員会
・ロータリー財団への年次寄付金などを推進する。
・寄付に際し、認証ポイント制度の利用を勧める。
ロータリー財団の寄付の種類
① 年次基金寄付
寄付された資金は３年間運用し、運用益は財団の運営費に使われます。
３年後に元金は全額が地区財団活動資金（ＤＤＦ）と国際財団活動資金（Ｗ
Ｆ）に５０％ずつ配分されます。
②

恒久基金寄付
元金は使われず、運用益のみを地区と財団で使います。これもＤＤＦと
ＷＦに５０％ずつ配分されます。
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③

使途指定寄付
・ポリオ・プラス寄付
ポリオ撲滅のため全額が使われます。
・グローバル補助金寄付
クラブで拠出する寄付金、比較的大規模で長期のプロジェクトを対象と
しています。後述５の項を参照。
・平和フェローへの寄付
全額がロータリー平和センターのフェローシップのために使われます。
世界の有名大学と協力して、平和および紛争解決の分野における国際問題
研究などを行います。後述６の項を参照。
◎ベネファクター
遺言状またはそのほかの資産計画に財団を受益者として指定することを
書面にして寄付をするものです。

４．ポリオ・プラス小委員会
ポリオは日本では小児麻痺と呼ばれていた。日本ではすでに撲滅されているが、
世界的には未だパキスタン、アフガニスタン、ナイジェリアの 3 カ国で発症例が
報告されている。予防接種のための資金援助が必要である。
５．奨学金小委員会兼学友小委員会
グローバル補助金奨学生と地区補助金奨学生の募集選抜に関する支援を行なう。
・グローバル補助金奨学生

海外の大学院レベルの教育プログラムを専攻
するものを対象とする。
・地区補助金奨学生
大学で 2 年間の課程を終了した者、または高校卒
業後 2 年間職業に就いた経験者を対象とする。
◎学友小委員会
奨学金制度を利用して海外留学を経験した者を対
象とした会。
６．平和フェローシップ小委員会
ロータリー財団が行なう教育的プログラムの一つである。この奨学生は地区の
推薦を経て、ロータリー財団の機関で選考される。国際基督教大学、ブラッドフ
ォード大学(英)、デューク大学及びノースカロライナ大学(米)、クイーンズランド
大学(豪)、ウプサラ大学(スウェーデン)、チュラロンコーン大学(タイ)の 7 大学に
ロータリー平和センターがあり、2 年間の修士課程で国際問題、平和、紛争解決
を研究している。
◎ 奨学生募集の詳細については、募集要項を参照のこと。

◇

点

鐘

石川 憲弘

会長エレクト
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【モンゴル視察】

第 5 回理事・役員会
１．１１、１２月の例会及び事業、行事計画の確認
１１月の予定
６日 (金)
月初例会
第 5 回理事・役員会
１３日 (金)
移動例会
研修・新会員歓迎例会 場所：Ｕ－シティホテル
研修１７：００～１８：００ 点鐘１８：３０
２０日 (金)
通常例会
卓話 南日 隆男 会員（ＡＮＡ）
２７日 (金)
通常例会
１２月の予定
４日 (金)
年次総会
第 6 回理事・役員会
１１日 (金)
通常例会
１８日 (金)
忘年夜間例会
ビューホテル
２５日 (金)
休会
定款第 6 条第 1 節により休会
11 月 14 日（土）～15 日（日）第 39 回ＲＹＬＡセミナー
船橋市立一宮少年自然の家 米屋（株）より 2 名参加予定
11 月 20 日（金）例会終了後、クラブ広報委員会（メディア協議会について）
奉仕プロジェクト委員会（今年度の社会奉仕活動について、モンゴル帰国報告会）
11 月 21 日（土）ＲＬＩパートⅡ
神﨑誠会員、平山秀樹会員、堀口路加会員、小寺真澄会員、齊藤三智夫会員参加予定
承認
２．55 周年記念特別委員会委員候補の件
候補者 矢島 紀昭 会員、長原 正夫 会員、本宮 昌則 会員、諸岡 正徳 会員、八田 光雄 会員
後藤 敦 会員、杉浦 健 会員
承認
３．モンゴル視察の件（11 月 6 日～9 日）
費用の半額をクラブ負担とする。
承認
４．ホームミーティングの件
1 月実施、2 月発表
承認
５．卓話の件
テラ・ルネッサンス代表鬼丸氏の卓話 2 月 19 日の予定
承認
出 席

表

会員数
６３
ＭＡＫＥ ＵＰ

出席義務者数
６２
ＣＡＲＤ
氏

佐瀬 和年、石川

憲弘、成田

平山

稔、遠藤

秀樹、吉田

出席数

欠席数

出席率

前回補正

４１

２１

６６．１２％

-

名
温、神﨑

英一、後藤

月
誠、深堀
敦

伸之
11 月 6 日

ク ラ ブ 名
第 5 回理事・役員会

各会員

事務局 〒286-0127 成田市小菅 700
成田ビューホテル内
電話／FAX 0476-33-8786

日
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例会場 成田ビューホテル
電話 0476-32-1111
例会日 金曜日 12：30
例会出欠連絡先（直通）
電話 0476-32-1192 FAX 0476-32-1078

