
 

 

 

 

 

 

 

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 中川清子 幹事 伊藤 真 会報 奥野悦弥   事務局 TEL:0561-64-5446 

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

ロータリーは世界をつなぐ 
本日 第 766 回 2019 年 11 月 24 日(日曜日)756 号 

補助金事業 「長久手の農を考える体験学習会」  場所：長久手文化の家（食文化室） 

                                 時間：17:30-19:30 
 

前回 第 765 回例会 2019 年 11 月 19 日（火曜日)記録 

＜出席報告＞                                                       

                                     

                         

 

 

 

＜会長挨拶＞ 

愛知長久手ロータリークラブ 

           会 長  中川清子 

皆さん、こんにちは。 

先日 11 月 9 日（土）10 日（日）は、2019～2020 年度ＲＩ第 2760 地区の地区大会が、

名古屋キャッスルホテルでありました。今年のホストクラブは、名古屋清須ロータリーク

ラブさんで、第一日目 9 日は 10 時より青少年学友フォーラムの本会議があり、幹事の伊

藤真さんが交換留学生のアストリッド・マリーちゃんを連れていってくれました。 

その後、ＲＩ会長代理ご夫妻を迎え晩さん会が開かれ、ドレス姿の女性達の奏でる弦楽四重奏の中、各クラブ

の会長幹事、地区役員の方々との食事会がありました。 

2 日目、10 日の参加者は大島さん、日野さん、小笠原さん、伊藤真さん、中川の 5 名で、本会議 10 時開会、  

ＲＩ会長のメッセージを代理がご挨拶されました。伊藤靖祐ガバナーのご挨拶や、清須市長、大村愛知県知事も

みえて、ご挨拶されました。 

記念講演は、元大阪市長の橋本徹氏で「次世代の為に今出来る事」との演題で、約 1 時間半ほど面白いお話を

して下さいました。橋本さんのハッキリとした口調のお話は、大変興味深いものでした。 

一方、同日に長久手市民祭が市役所駐車場にて、例年の如く開かれ、ロータリーのブースでは、神谷さんの会

社のクッキーや会員みんなで持ち寄ったバザーの品がよく売れたと聞いております。詳細は是非私もお聞きした

いので、参加された中からお一人この後お話を願います。 

何故か毎年、市民祭と地区大会が同日行われ、市民祭りに毎年白い揃いの上着を着て参加していた私は、そち

らに心ひかれつつ、地区大会へ参加しました。そのせいか、一日目の帰り際にキャッスルでつまずいて転倒し、

あわや骨折か？という派手なジャンプを皆様の前でしてしまい、お恥ずかしい限りでした。 

ＷＦＦの急な取り止めについて、伊藤ガバナーがご挨拶の中で言及され、皆様から 2000 円で買って頂いたチ

ケット代やその他寄付金の使途については、神野実行委員長と相談の上、「基金」を設立し、今後のＷＦＦとポリ

オ撲滅の費用に充てるが、皆さんよろしいでしょうか？と壇上より問いかけられ、皆さん拍手で ok なりました。 

この後は是非市民祭りの様子を、参加されたどなたかにお話し頂きたいです。 

 

 

愛知長久手ロータリークラブ 
２０１９－２０２０ 

WEEKLY 

員 総 数 18 名 

出 席 者 11 名    出 席 率  61.11%     前々回補正出席率  82.35% 



【祝福】 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

＜幹事報告＞ 

① 本日例会終了後、第 5回理事役員会がございますので、理事役員の方はよろしくお願いいたします。 

② 次回例会 11/24(日)は、補助金事業となります。メール・ライン等でご案内をさせていただいております。 

今年度の補助金事業になりますので、皆様ご参加よろしくお願いいたします。尚、本日 11/24の最終出欠 

を取らせていただきますのでよろしくお願いいたします。 

③ 11月 10日（日）に開催されました、ながくて市民まつりの売上金は、神谷さんにご提供いただいたクッキー、 

会員の皆様のバザー品を合わせて 57,923円になりました。皆様ご協力ありがとうございました。 

④ 今年度国際大会のご案内メールにて送らせていただきました。ご確認の程よろしくお願いいたします。 
 

■ニコボックス委員会■ 

 

・本日は財団月間お世話になります。よろしくお願い致します。 ロータリー財団委員会 委員長  朱宮新治 

・今日はお詫びに参加いたしました。誠に申し訳ありませんでした。ニコボックスです。 瀬戸 RC 青山 稔 

 

・秋深し、とても気持ちのよい秋の日ですね。本日はロータリー財団のお話を朱宮さんから伺える  中川清子 

 ようで楽しみです。青山稔さんもようこそおいで下さいました。伊藤真さん、白石さんお誕生日 

 おめでとうございます。 

・ロータリー財団委員長 朱宮新治様ようこそお越し下さいました。本日もどうぞ宜しくお願い   伊藤 真 

致します。 

・ロータリー財団委員長朱宮新治様をお迎えしました。又、瀬戸ロータリークラブ青山稔様をお迎  白石政二郎 

 えしました。昨日６９歳の誕生日でした。本日も宜しくお願い致します。 

・ロータリー財団朱宮委員長本日は宜しくご指導の程お願い致します。瀬戸 RC青山稔様いつもお  丹羽司一 

世話になっております。  

・朱宮様、青山様ようこそいらっしゃいました。本日もよろしくお願いします。          冨田盛義 

・財団委員長朱宮様ようこそ。真さん、白石さんお誕生日おめでとうございます。         伊藤広治 

・財団の朱宮様、瀬戸 RC青山様ようこそおいで下さいました。伊藤真さん、白石さんお誕生日おめ 日野典子 

 でとうございます。   

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

・地区ロータリー財団委員長朱宮様、本日卓話よろしくお願いします。瀬戸 RC 青山さんようこそ。 山田文明 

 伊藤真さん、白石さんお誕生日おめでとうございます。 

・ロータリー財団朱宮様、瀬戸 RC 青山稔様ようこそお越し頂きました。ゆっくりしていって下さい 青山和成 

 本日も宜しくお願い致します。伊藤真さん、白石さんお誕生日おめでとうございます。 

・財団の朱宮様、瀬戸 RC 青山様ようこそおいで下さいました。伊藤真さん、白石さんお誕生日   田中信子 

  おめでとうございました。 

・朱宮財団委員長ようこそお越し下さいました。 伊藤真さん、白石さんお誕生日おめでとうござい 神谷恵理 

ます。青山さんようこそ。皆様宜しくお願い致します。 

・先日は皆様お疲れ様でした。                                大月涼子 

・紅葉と実りの秋を、目と口で楽しみたいと思います。本日もよろしくお願いいたします。     近藤鋭雄 

・伊藤さん、白石さんお誕生日おめでとうございます。良い１年にしてください。          小笠原多恵 

 

 

＜卓 話＞           「ロータリー財団の多様性」 

                                  2760 地区ロータリー財団委員長  

朱宮新治（犬山 RC） 

 

今月 11 月はいわゆる R 財団月間ということで、地区財団委員会からお邪魔させていただいて貴重な例会時間

を頂き財団活動について基本的な内容で申し訳ありませんがお話させていただきますので、よろしくお願いいた

します。 

 伊藤 真    11/7  

    

 白石政二郎  11/18

  

    

   

   

              

    



また日頃は財団活動に格別のご理解、ご協力を頂いて感謝申し上げますと共に、当愛知長久手 RC の中川会長

さんはじめ多くのロータリアンの仲間の皆さんには大変お世話になっており改めてお礼申し上げます。 

さてアーチ・クランプがＲＩの会長のとき、掲げた「良いことをするため」というスローガンが 1917 年ロー

タリー財団発足の礎となり、彼のそのビジョンと努力、そして 26 ドル 50 セントの最初の寄付と世界中のロータ

リアンの寛容さがあったおかげで、現在ロータリー財団は世界の人道支援団体の見本として尊敬されるようにな

りました。そしてロータリー財団は 1 昨年、2017 年には 100 周年を迎え、1 世紀を超えて、ロータリーの柱と

して活動し、多くの実績を積み重ねて来ました。創立以来 100 年間を超え、ロータリー財団は、教育の支援や持

続可能な成果を産み出すプロジェクトに総額 30 億ドルの資金を提供してきました。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は皆さんご存知の通りです。本年度ゲイリー・ホアン RI 財団管理委員長は、「ギ

ミー ファイブ」、ロータリアンに、昨年より+５ドル、+５％そして仲間５人に同じことを推奨して下さいと唱

えられておられます。 

ところで世界にある 35,776 クラブは、発展途上国にきれいな水をもたらし、平和に携わる人材を育成するなど、

世界中で持続可能な影響をもたらしています。例えば、ポリオ撲滅活動においても、予防接種活動を通じて発症

数を世界で 99.9%減少させてきました。皆様からのご寄付は、こうした活動に大切に活用されています。例えば、

わずかなご寄付で、一人の命を救うことができます。一人の子供をポリオから守るのに必要なワクチンのコスト

は、わずか 60 セント（約 70 円）で行えます。勿論 R 財団へのご寄付は、個人、法人とも税額控除が受けられま

すことはご存知と思います。長年にわたり、世界の切迫したニーズに応えるために、疾病の予防、地域経済の発

展、平和の促進、母子の健康、非識字と貧困の緩和、きれいな水衛生設備の提供などに取り組んでおり、25 億人

の子供たちにポリオの予防接種を提供しております。より平和な世界を築くために、これら大きなニーズのある

6 つの分野に重点をおき、国際関係を培いながら人々の暮らしを支援しています。 

ここで愛知長久手 RC さんの寄付、補助金利用を見てみますと、昨年度では、年次寄付は 1 人当り 150.0 ドル、

使途指定寄付（ポリオプラス）は 1 人当り 153.53 ドルでした。多大なご協力感謝申し上げます。 

さて財団委員会には、資金管理委員会、資金推進委員会、補助金委員会、ポリオプラス/VTT 委員会と、グロー

バル補助金奨学生並びに平和フェローの、募集から選考、手続き上の相談と援助を主たる目的とするグローバル

奨学生・平和フェロー委員会の 5 つの委員会がありますが、その中で、本日は皆さんには是非ご理解をして頂き

たい「ロータリー平和フェローシップ」について触れさせて頂きたいと思います。ロータリー平和フェローシッ

プの申請に関する基本的な情報をお知らせします。これは持続可能な平和の構築をビジョンとして掲げ、平和構

築、紛争解決、紛争予防に貢献出来る平和構築者の世界的ネットワークを築くため、2002 年に開始されました。

このプログラムは、ポール・ハリス没後 50 周年を記念し創設されたポリオ撲滅に次重要なプログラムです。こ

のプログラムの認知度がまだ低いことから、広報活動にも力を入れて、日本から派遣するフェローの募集、選考

の仕事も行っています。世界の平和紛争解決に向けたリーダー（平和フェロー）を育成します。世界には「修士

号取得プログラム」を学ぶ６つのロータリー平和センター（７つの提携大学）と１つの「専門終了証取得プログ

ラム」があります。いずれの大学もコースは英語で提供されます。毎年 100 名が平和フェローとして世界中から

選考されています。（修士 50 名、専門能力 50 名）。その一つが三鷹の国際基督教大学にあります。それぞれの大

学で平和構築者のエンパワメントと専門知識とスキルの向上に焦点をおいた。プログラムを提供して平和構築の

活動のリーダーを養成しております。この素晴らしいプログラムを日本中に認知頂き、優秀な日本人を送り出し

ましょう。 

例えば、「修士号取得プログラム」では、明日のリーダーを育成の目的で、若いプロフェショナルの対象に、大

学によって異なりますが、15～22 ヶ月の期間で、デユーク大学、ノースカロライナ大学（米国）、国際基督教大

学（日本）、ブラッドフォード大学（英国）、クイーズランド大学（オーストラリア）ウブサラ大学（スエーデン）

とあり、最高 50 人（各平和センターに 10 人まで）となっております。 

また、夏季期間中、２～３ヶ月の実践的なインターシップの実地研修を受けなくてはなりません。このプロジェ

クトの利点は、それぞれの平和センターでは、各大学の長所を生かした平和紛争解決分野の多様なカリキュラム

が組まれています。いずれの平和センターでも平和交渉、仲裁、人権、国際開発などについて学ぶことができま

す。フェローは提携大学の大学院生となるわけですが、平和センターとの仲間とのネットワークや地元や海外の

ロータリアンとの繋がりを築くことも出来ます。すべての平和フェローは独自の研究分野における３ヶ月間の実

施研究を計画し、参加することとなります。実施研修の為の費用は支給されます。平和フェローには、大学、地

元のロータリーによる会合で自身の研究について発表する機会が訪れるでしょう。また国際的な専門家と会う機

会もあります。「専門修了証取得プログラム」では今日のリーダーを強化する目的で、経験豊富なプロフェショナ

ルが対象で、３ヶ月間、チェラロンコーン大学（タイ）で、2 回に分けて 25 人ずつまで募集され、カリキュラム

の一環として 2～3 週間の実習があります。申請者は次のような要件をもとめられます。・優れた英語力・優れた

リーダーシップ・個人的活動や社会奉仕活動を通じて、また学問上、職務上の実績を通じて国際理解と平和への

熱意を実証する・（専門能力開発終了証プログラム）優れた学問上の実績と関連分野における少なくとも 5 年間

のフルタイムの職歴・（修士取得プログラム）学士号またはそれに相当する学位、さらに関連分野における少なく

とも 3 年間のフルタイムの職歴またボランティア経験、日本語を含む第二言語能力、そして、申請は地区による

面接と推薦が必要で、ロータリークラブを通じて全てウエブサイト経由で行われ、世界審査によってフェローが

選出されます。 

（申請の流れ） 



1 .1 月～4 月 クラブと地区が申請 2. １月～６月 地区が面接、選出、承認した申請者の書類をロータリー

財団に送り、財団の手続が開始  3. 全ての申請締め切りは７月 1 日 

4. ７月～９月 R 財団が申請書を処理、不備のない申請者は、財団から地区に受理を確認 

5. する E メールが送信されます 5. 10 月 世界競争性の下、選考委員会によってフェ 

6. ローが選出されます 

（２年間にフェローに支払われる奨学金） 

・修士号フェロー 80,000 ドル 授業料、宿泊費、留学先への往復旅費、インターシップ費用、大会/研究費用 ・

修了書フェロー 11,000 ドル  授業料、キャンパス内宿泊費、コース教材費、保険、バンコクへの往復旅費、

実地研修費（平和フェローの進路） 

非政府組織 38％ 政府機関 20％ 教師 8％ 国連機関 7％ 進学 8％ジャーナリズム 2％  

その他 10％ 

ロータリー平和センターは平和構築に力を入れるロータリアンの支援を受けて、大きな成果を挙げてきました。

2018 年 10 月現在、1,200 名を越える数の平和フェローが平和センターで学び現在様々な機関、団体の養殖に就

いて、平和をめざす任務に取り組んでいます。 

（修士号プログラム 760 名、専門終了証プログラム 470 名）平和フェローのうち、日本の地区から海外に派遣し

た平和フェローの数は、34 名に過ぎません。 

一人でも多く、日本人の平和フェローを海外の平和センターへ送り出すことが我々の使命だと考えます。また

ICU 平和センターを卒業した平和フェローは 126 名ありますが、当地区ではこのところ連続でフェローを送り

出しており、日本では大変特徴ある地区として評価されております。委員会では、日本から派遣するフェローの

募集、選考の仕事を行い、そして現在地区ホームページでグローバル補助金奨学生、平和フェローの募集の案内

をしておりますので、是非とも開いて関心を寄せて下さい。 

国際ロータリーとロータリー財団は、今や切っても切れない存在と言えるでしょうし、ロータリー財団はまさに 

ロータリーの土台となっているわけです。これからも世界で良いことするために、ロータリー財団に暖かいご支 

援と更なるご協力をお願いいたします。 

本日は貴重な例会の時間を頂き、感謝申し上げます。また財団への理解を深めて頂く機会となりますことと、皆 

様のクラブの更なるご隆盛をご祈念申し上げます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 

 

ビジター 2019.11．19 

 

国際ロータリー2760 地区 R 財団委員長  朱宮新治様 

 

  瀬戸ロータリークラブ 青山 稔様 

 

 

 

12 月 3 日(火)   12 月 10 日(日) 12 月 15 日(火)   12 月 24 日(火) 

年次総会 

 

外部卓話 

 

年末家族例会 

 

クラブフォーラム 

 

（トヨタ博物館） （華 野） （ビストロアイ） （華 野） 


