
 

 

 

 

 

 

例会日=毎週火曜日 PM12：30 例会場=トヨタ博物館「小ホール」 

会長 奥野悦弥 幹事 伊藤広治 会報 青山和成   事務局 TEL:0561-64-5446 

Email : a.nagakuterc@aurora.ocn.ne.jp     FAX:0561-64-5459 

インスピレーションになろう 
本日 第 722 回 2018 年 8 月 28 日(火曜日)714 号 

＜本日のプログラム＞ Today’s Program                                

                                                       

◇ 点鐘                            卓話:クラブフォーラム 

◇ ロータリーソング 「我らの生業」               進行：伊藤広治 

 

 

前回 第 721 回例会 2018 年 8 月 21 日（火曜日)記録 

                

＜出席報告＞ 

ha 

     トンテキセット 

 
 

員 総 数 18 名  

 

出 席 者 15 

 

名 出 席 率 83.33 ％ 前々回補正出席率 88.89 ％  

  

   

＜会長挨拶＞            

            愛知長久手ロータリークラブ 

会長  奥野 悦弥 

 
皆さんこんにちは。 

お盆休みも終わり随分一時よりは気温も平年に戻り朝夕は少し楽になりました。 

本当に今年の夏の暑さは酷暑を呼ぶに値する夏でしたが、今日で高校野球も決勝戦で

夏も終わりの気配です。2 時開始で今日は初めから見ることができませんが、やはり日本人は判官びいきで金足

農に勝ってほしいと思っている人が多いんではないでしょうか？公立高校、農業高校、全員秋田出身、全員 3 年

生、なんか努力で勝ちあげってきたようなところがいいんではないでしょうか。 

さて、先日は、青山さんとところでの花火大会楽しく過ごさせていただきました。ありがとうございました。

あんなにまじかに花火が見えるのは、以前諏訪湖の花火以来です。私ところは、家族で楽しませていただきまし

た。また、その前の週 8 月 10 日は、犬山での 12RC の会合に出で、犬山の木曽川での花火大会を見ることもで

きました。ホテルから花火がみえる絶景の場所でした。12RC のそれぞれの会長からの報告をお聞きしてまだ 1

か月半程ですが皆さんいろいろとプロジェクトが進行しているようです。当長久手ロータリークラブの今後の予

定も皆さんにお伝えしてきました。 

8 月 4 日は、本日卓話をしていただきますが栄の国際ホテルでの財団セミナーに行ってまいりました。当日は

本当に暑く栄まつりが行われていて国際ホテルの前は遊歩道になっていてものすごい人でいっぱいだったこと

を思い出します。初めての財団セミナーでいろいろなことを学びました。財団の位置づけ財団の組織内容等何と

なく理解できました。財団は、ポリオの寄付と補助金事業（グローバル、地区）が中心ですがロータリー奨学生

の支援もあるということで、特に有名なところでは、緒方貞子（国連弁務官）、中満泉（国連弁務官事務次官）

とこのようなところにも使われているのかなあと思いました。ロータリー財団は初めは、1917 年にアーチ・ク

ランクという RI 会長が、「国際理解と親善を目的とする基金」を作るということで発足したそうですが当初は、

周りには受け入れられずにほぼ基金が集まらず紆余曲折があったそうですが正式には、1931 年に財団として設

立され現在に至っています。今年度は、年次基金 150＄ポリオプラスに 30＄ということでしたが、30＄は、今

までは任意だったそうですが、今年度は必達という話がありました。 

 

最後に 9 月 4 日のガバナー補佐訪問、11 日のガバナー訪問と続きます。私も昨日デニーズで少し打ち合わせを

いたしましたが、皆さんにもしっかり対応お願いいたします。 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１８－２０１９ 

WEEKLY 



＜委員会報告＞ 

 

【祝 福】 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ニコボックス委員会■ 

 

・地区大会宜しくお願い致します。本日はありがとうございました。         蒲郡 RC 幹事  和田行泰 

・本年度地区大会へのご参加よろしくお願いいたします。                               伊東正博 

 

・今週 24 日より、Ｌ.Ａに家族旅行に 10 日程言ってまいります。地区大会実行委員蒲郡 RC     奥野悦弥 

 和田幹事、伊東様本日は要こそお越しいただきました。神谷さん、富田さん、白石さんお誕生日 

 おめでとうございます。白石さん卓話お願いします。 

・蒲郡 RC 和田様、伊東様ようこそ。神谷さん、富田さん、白石さんお誕生日おめでとう。青山さん 伊藤広治 

 卓話よろしくお願いします。 

・蒲郡 RC 和田様・伊東様ようこそお越し下さいました。地区大会お世話になります。今月お誕生日  丹羽司一 

  の会員さまお目出とうございます。 

・大変ご無沙汰しております！甲子園決勝金足農業高校優勝すると良いですネ！本日もよろしく  白石政二郎 

 お願いいたします 

・本日もよろしくお願いします。                               富田盛義 

・蒲郡 RC 和田様、伊東様ようこそおいで下さいました。神谷さん冨田さんお誕生おめでとう!!    日野典子 

・本日もよろしくお願いします。                               大島昭夫 

・和田様、伊東様ようこそお越し下さいました。お誕生日おめでとうございます。神谷さん、    中川清子 

 富田さん白石さんこれからも健康で頑張って下さい。 

・蒲郡 RC 和田様、伊東様ようこそお越し頂きました。神谷さん、富田さん、白石さん誕生日    青山和成 

 おめでとうございます。本日卓話です。宜しく御願い致します。 

・本日もよろしくお願い致します。                              田中信子 

・本日も宜しくお願い致します。                               伊藤 真 

・本日も皆様宜しくお願い致します。冨田さん、白石さんお誕生日おめでとうございます。     神谷恵理 

・本日は書道展のお手伝いありがとうございます。                       大月涼子 

・涼しくなってきましたが、まだまだ残暑が厳しそうです。本日もよろしくお願いします。      近藤鋭雄 

・本日もよろしくお願いいたします。                             小谷恒夫 

  “ Ｊａｐａｎ着て  焼き鳥
や   と り

食べて  Ｂ級
きゅう

リーグ  夜のスポーツ  トラベリング ” 

 

＜幹事報告＞ 

 

① 本日例会終了後、第２回理事役員会を行います。理事役員の方は例会終了後お集まりください。 

② 次回例会は 8/28(火)トヨタ博物館 12:30-13:30になります。 

③ 9/4(火)はガバナー補佐訪問になります。例会終了後クラブ協議会となりますので、各委員長の方はよろしく 

  お願いいたします。 

④ 9/11(火)ガバナー公式訪問となります。ホストは瀬戸北 RC になります。ご案内はメール・FAX でご連絡させてい

ただいております。食事の関係上出欠のご連絡は 8/31 までにお願いいたします。 

 

 

       

    

   

   

              

    

8 月 10 日 神谷 恵理 

8 月 28 日 冨田 盛義 

11 月 18 日 白石政二郎 



 

＜卓話＞          
                   「ロータリー財団セミナーに参加して」                白石 政二郎 
 

名古屋国際ホテルで８月４日、ロータリー財団セミナーが開催された。 

当日は１２：００受付で始まり、１３：００に佐々木財団副委員長の司会進行ではじまり、村井ガバナーの挨拶、

服部財団地域コーディネーター補佐、中村財団委員長の財団活動と使命のお話しがあった。 

本日のメインテーマである「ロータリー財団の今～フリーディスカッション」の講演があった。 

登壇者 中村公彦Ｒ財団委員長・豊島徳三資金管理委員長・神谷研資金副委員長 

    松田茂治資金推進委員長・上野広補助金委員長 

    福田哲三ポリオプラス/職業研修委員長・長谷川龍伸奨学金・平和フェローシップ委員長 

                                        以上７名 

お話しのテーマの中に“まず、この現実を見つめよう” 

・ロータリアンの７０％がロータリー財団に寄付していない 

・寄付が強制されているようで嫌だ。 

・ロータリーは寄付団体ではない。 

・財団のプログラムは複雑でよくわからない。 

・いつまでポリオプラスは続くのか。 

・プログラムに参加しようと思っても、どうしていいのかわからない。 

・書かなくていけない書類が多く煩雑だ。 

“なぜ親しみが持てないか” 

・ロータリー財団は国際ロータリーとは別組織である。 

“ポリオ撲滅を目の前にして今、思うこと” 

・今、ロータリーの１億ドルのチャレンジへの募金という手段によってポリオのない世界を達成す 

 る絶好のチャンスを掌中にしている。 

・１９８５年ポリオプラスが発足し、二十億の子供たちにポリオを投与し、五百万人の子供たちが 

 ポリオの犠牲から免れる事が出来た。 

・現在はパキスタン・アフガニスタンの２ヵ国を残すのみになった。 

・ロータリーと国際パートナーの活動により、世界は野生型ポリオウイルスの撲滅に限りなく近づ 

 いている。 

・ロータリー財団の１００ドル寄付によりケニアの子供達二人分１年間の教育が賄える。 

“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、貧困を救済する事を通じて世界平和・ 

 親善を達成できる様にする。 

・ロータリーの本質は“思いやりの心” 

・アーチ・クランフがロータリー財団設立時に述べた事 

 「世界で良いことをしよう(Doing good  in  the  world)」 

・地域、全国、国際レベルの人道的、教育的文化交流プログラムを通じて、ロータリーの綱領とロ 

 ータリーの使命を遂行し、世界平和を達成する国際ロータリーの努力を支援する。 

“補助金・グローバル補助金に関する事業経験について” 

・各プレゼンテーターより現在の事業報告が有った。 

・グローバル補助金奨学生２名より帰国後の成果と研究報告 

 

最後にロータリー財団とは私はこう締めくくります。 

ロータリー財団の活動が委員の寄付により、世界平和と全世界のあらゆる分野での交流と親善に貢献し、青少年

への活動支援を教育的・人道的プログラムに役立っている。単にロータリー財団に寄付をするのみではなく、地

区補助金を利用して地域のあらゆる社会活動に支援する事が財団も時代と共に変わります。 

奨学生への経済支援から人道的プログラムへと広がり、世界平和の為のプログラム等の奉仕を通して世界に寄付

しようと活動する。サービス（奉仕）とは無償の奉仕をする事によって自分も幸せになっている事、こと正に真

理であり、見えない物に見返りを求めず尽くす事が奉仕の理念である。 

ロータリー財団は継続事業であり、あなたの５００＄で、タイ・カンボジアの１２人分の義肢を作る事ができ、

あなたの１００＄がケニアの子供２人１年分の教育費をまかなえます。財団の使命とは地区内、外を問わず、国

際ロータリーとしての大切な貢献活動を続ける事だと思う。 

 



 

 

「第１回公共イメージ向上委員会報告」         青山和成 

 

 皆さお疲れ様です。前回、私がお休みを頂いており少し遅く成ってしまいましたが、先月の 7 月２６日に第 1

回公共イメージ向上委員会に出席させて頂きました。その日は私がゴルフで、かなり遅刻してしまい村井ガバナ

ーの挨拶も方針説明も聞けず、地区公共イメージ向上委員長の池森さんの挨拶も聞けず、本当に残念でございま

した。更に今回の報告も、もう既に事務局を通して色んなアンケートやら原稿の依頼が届いて来ており締め切り

も来ちゃっており、この報告も遅すぎてしまって本当に申し訳なく感じておりますが取り合えず現状の地区の動

きや方向性を会員の皆さん 1人 1人に分かって頂ければと思います。 

公共イメージ向上委員会とは要は前年度のイアンＨ．Ｓ．ライズリーＲＩ会長や神野ガバナーから引き継がれ

た認知度の向上を目指している活動で、ロータリークラブの世界全国で色んな奉仕活動を行っていても良い事を

多く行っていても、なかなか認知度もロータリークラブとしてのイメージも向上せず入会者も少なく退会者も増

えてしまっている現状を変えて行く為にも地区ごとに各クラブごとで行っている様々な奉仕活動や事業をマス

コミ各社や地域の各組織と協力し合って進んでロータリー活動をアピールして行こうと言う内容です。そうする

事によってロータリークラブとしての認知度が向上し自然と入会者も増え退会者も少なく成り全てに良い意味

で繫がると考えているからです。それで今回はまず池森委員長より地区ホームページ掲載の原稿依頼で今、各ク

ラブで行っている主要事業の内容を原稿にして告知、報告をして頂きたいとの事でした。既に事務局に連絡は入

っており奥野会長か伊藤幹事の方で送られているとかと思いますが１、タイトル（クラブ主要事業名）２、内容

（告知）行事詳細や告知内容を執筆する。（遅くとも実施日の１５日前までに）３、報告（内容や様子を執筆す

る。行事終了後１５日以内に）と言うことでした。続いてロータリーの友地区代表委員の古田さんよりロータリ

ーの友に関するアンケートのお願いがあり８月に東京でロータリーの友ゾーン別会議が開催されるらしく、ＲＩ

第２７６０地区各クラブの現状をお知らせしなくてはいけないらしく、これも既に７月２７日に締め切りが来て

いるので報告するまでもありませんが今後、更にロータリーの友を見直し時代や地域のニーズに沿ったロータリ

ーの活動を紹介し特集記事の掲載を検討し地区や各クラブの奉仕事業のＰＲそして特集記事掲載の後押しをし

たいと考えているそうです。 

そして次に㈱ＣＢＣテレビ特別解説委員の石塚元章様の講演があり「ロータリー活動の広報活動を行うためのヒ

ント」という題目でお話しを頂き、やはり現代では情報や話題があふれており視聴者の興味、関心を引ける内容

をマスコミも求めているらしく、ありふれた面白くも無い情報や話題は取り上げたくないみたいです。 

しかしマスコミも色んな所から情報や話題を聞き入れ色んな道筋と言うか人脈を使ってでも依頼が入る場合

があるのであらゆる手を使ってマスコミを活用するのもありだと仰っていました。詳しくは別紙がございますの

で見て頂ければと思います。そして最後に和田典之ガバナー補佐からの感想があり会議は終了し、その後マスコ

ミを囲んで懇親会がございましたが今回マスコミ数が少なく２社しか来ておらず懇親会でも２社のマスコミの

方に挨拶をして頂きましたがあまりこういった場所に慣れていないらしくお話しも短く少し寂しい懇親会だっ

た気がします。 

以上で終了ですが、やはり愛知長久手ロータリークラブとしても何をやるにしても会員数が少な過ぎる気がしま

す。全員で協力し助け合ってなんとか認知度を向上させ会員を最低でも２５名から３０名にはして行きたいと強

く感じました。ありがとうございました。 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

2018-19年度 

地区大会実行委員会 

蒲郡 RC  

幹事 和田行泰様 

   伊東正博様 

 

 

 

9 月 4 日(火) 9 月 11 日(火) 9 月 18 日(火) 9 月 25 日(火) 

ガバナー補佐訪問 

 

ガバナー公式訪問 

 

 同週祝日振替休会 

  

 クラブフォーラム 

  

(トヨタ博物館大ホール) (瀬戸商工会議所)  ( 華 野 ) 


