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2015年2月26日

本日のプログラム

第1049回（本年度 第31回）例会

次回 3/5 のお知らせ

♬SONG : 「それでこそロータリー」
●卓話　「クラブ戦略計画委員会」
　　　　について
　高島 凱夫 会員

♬SONG : 「国歌・奉仕の理想」
●卓話　
　嶽下 勇治 会員

会長挨拶
会長　下岡 陽一郎

　皆さま、こんにちは。福田会員が無事退院されまして、本日出席して
頂きました。ご退院、おめでとうございます。　

　ロータリー財団より報告書が参っておりますのでご紹介させて頂
きます。

　2013年～14年度財務年次報告がロータリー財団委員長李（リ）氏
より報告がありました。

　『2013年～14年度は財務状態が非常に良好な、財団の寄付に於
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2014-15年度第1048回（第30回例会）
幹事報告 (2/19)

幹事  辻　 義光

■本日、国際奉仕委員会クラブフォーラムです。
　吉田国際奉仕委員長よろしくお願いします。

■2月26日（木）の卓話は高島会員です。よろしくお願い

いて大きな一年になりました。世界の経済不況にも
関わらず、年次基金への寄付は＄116,600,000と記
録的な額で史上最高になりました。

恒久基金への寄付は＄23,700,000になり、ロータ
リーが世界に良いことをするために強固な財務基盤
を築くことが出来ました。

また、ロータリアン・ロータリー支援者からの圧倒的
な支援が寄せられました、ポリオ撲滅の為の寄付は
合計＄70,000,000になりました。

2013年～14年度はロータリーの重点分野を重視し
た、新しい補助金モデルの導入一年目であり、この新
しい地区補助金とグローバル補助金の授与額は、合
計＄70,800,000になっております。

ロータリーはそれぞれの会員が個別にどれだけ達成
するのかではなく、会員が一緒になり、どれだけ成し遂
げるかを重視すると思います。末永く続く変化をもたら
すためにも、ご寄付の程を宜しくお願い致します。』

という報告書となっております。

　先日の2月14日に、ロータリーフェスティバルの成
功への集いのオリエンテーションが行われまして、辻
幹事と檜皮さんが参加をして頂きました。

　来る4月の第一週目の例会より、二名の方が会員
として入会されますのでご紹介させて頂きます。整形
外科医の戸田様、そして保険業をされていらっしゃる
井本様の二名です。その際は皆さまの温かいご支援
を賜ります様、また例会に楽しく出席して頂けるよう
な会を目指していきたいと思います。皆様のご協力
を宜しくお願い致します。

します。

■「第2回クラブ社会奉仕委員長会議開催のご案内」が
来ています。今年度、次年度各社会奉仕委員長ご出
席のほどお願いします。

　1. 日時　2015年3月28日（土）10：00～12：30

　2. 場所　薬業年金会館601号室

■3月5日（木）の卓話は嶽下会員です。よろしくお願い
します。

■地区より「大阪府薬物乱用防止指導員募集のご案
内」が来ています。
　2660地区では毎年クラブの社会奉仕委員長を参集
し、大阪府健康医療部薬務課の方をお迎えし、大阪府
内の薬物乱用の現況と対策などについて講演いただ
き、その内容を各クラブへ周知、薬物乱用防止に向け
た啓発活動を行っています。
　つきましては今回2660地区より5名の指導員を公募
いたします。
　ご応募される会員は2月27日（金）までにお申込くだ
さい。よろしくお願いします。

■ロースターの村上会員自宅住所が間違っています。
正しくは1048回週報に掲載しています。訂正お願い
します。

今週のラジオ体操



国際奉仕委員会クラブフォーラム

吉田 了 会員、 高島 凱夫 会員、 檜皮 悦子 会員

1月に行ないましたベトナムでの人道的国際奉仕活動について、スライドを交えご報告します。報告は3部に分
けて行ないます。

第1部は吉田、第2部は高島会員、第3部は檜皮会員が行ないます。

第1部報告 吉田 了

’99～2000年から始まっているベトナム支援事業と
して、今回は去年と同じくベトナム省クエツソン郡ク
エツスン村の郡立病院を訪問し、医療器具を贈呈し
ました。

さて、今回の訪問団は当RC家族15名と平本先生の
一行を合せ、20名の大パーティーでした。

1月10日　関西空港出発しホーチミンへ、国内線に
乗り換へダナンに夜到着、インタコンチペ
ニンシユラに宿泊しました。

1月11日　ダナンの北西40km、車で50分のバナー
高原訪問。

当地のロープウェイは、1．世界最長、2．出
発点と終点の高度差が世界最高、この2
つがギネス記録となっております。

午后ホイアン ダナン市内観光

1月12日　平本先生他ドクター 一行と合流し、郡立
病院訪問。

責任者のバイ先生の出迎えを受け、医療
器具の贈呈式を行った。

去年贈呈した歯科医療椅子も順調に活躍
しておりました。

このあと臼田さんのUCafe、ダナン国立病
院、孤児院（寺）を訪問し帰途につきました。

ロータリー110年とR財団 高島 凱夫

それは、1905（明治38）年2月23日である。このころ
は、自動車がようやく実用化の段階に入ったばかりの
ときであった。

この年の2月23日の晩、米国イリノイ州のシカゴで4
人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの711
号室に集まった。4人というのは、弁護士のポール P.
ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山技師の
ガスターバス E. ローア、洋服商のハイラム・ショー
レーである。

ガスターバスの事務所であるこの部屋は狭く、机が1
つといすが4つ置かれているだけの部屋であった。当
時のありふれた事務所であったようだ。4人は、ポー
ル・ハリスが過去5年の間あたためてきたアイデアに
ついて語り合った。

1つの業種につき1人の会員を原則として創立した相
互扶助の親睦クラブを起源とする。一業種一人の会員
制は、長年ロータリーの基本的特色であったが2001
年その制約が緩和された。会員の事務所を輪番で会
合場所としたことからロータリークラブと呼称した。

その後アメリカ各地にクラブが誕生すると、1910年
には「全米ロータリークラブ連合会」を結成。カナダや
イギリスにも広がったことにより、1912年には「ロー
タリークラブ国際連合会」と改称。さらに1922年のロ
サンゼルス国際大会において「国際ロータリー」と改
称された。

1917年、アーチ・C・クランフが「人間を育てる教育の
ための奉仕基金」を＄26.5で創設。それが発展し
1928年「ロータリー財団」となる。それが徐々に発展
し、巨大な「The Rotary Foundation（TRF）」となった
わけである。2013～2014年度には、新しい補助金
制度「Future Vision Plan（未来の夢計画）」が始まり、
変革の時を迎えた。当クラブにおいても、台北福齢
RCと共にグローバル補助金（GG）を受け、台湾のある
地区での「識字率の向上」を図るべくプロジェクトを
実施中である。また、GGの中の「職業研修チーム
（VTT）」をVietNamで実施すべく準備に入っている。
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ロータリー110年とR財団 高島 凱夫

それは、1905（明治38）年2月23日である。このころ
は、自動車がようやく実用化の段階に入ったばかりの
ときであった。

この年の2月23日の晩、米国イリノイ州のシカゴで4
人の人がデアボーン街にあるユニティ・ビルの711
号室に集まった。4人というのは、弁護士のポール P.
ハリス、石炭商のシルベスター・シール、鉱山技師の
ガスターバス E. ローア、洋服商のハイラム・ショー
レーである。

ガスターバスの事務所であるこの部屋は狭く、机が1
つといすが4つ置かれているだけの部屋であった。当
時のありふれた事務所であったようだ。4人は、ポー
ル・ハリスが過去5年の間あたためてきたアイデアに
ついて語り合った。

1つの業種につき1人の会員を原則として創立した相
互扶助の親睦クラブを起源とする。一業種一人の会員
制は、長年ロータリーの基本的特色であったが2001
年その制約が緩和された。会員の事務所を輪番で会
合場所としたことからロータリークラブと呼称した。

その後アメリカ各地にクラブが誕生すると、1910年
には「全米ロータリークラブ連合会」を結成。カナダや
イギリスにも広がったことにより、1912年には「ロー
タリークラブ国際連合会」と改称。さらに1922年のロ
サンゼルス国際大会において「国際ロータリー」と改
称された。

クァンチャウ寺院訪問を終え
 国際奉仕副委員長　檜皮 悦子

クァンチャウ寺院孤児支援依頼者、臼田さんとの出会
いは、2013年のヴェトナム人道的国際奉仕事業の時
でした。偶然、臼田さんが経営されているUcafeで昼
食を取り、彼女から孤児たちのお話を聞かされまし
た。その後2014年、臼田さんの息子さんがクラブに
孤児たちのお写真と共に訪問され、改めて孤児支援
のお願いをされました。

臼田玲子さんは2013年からクァンチャウ寺院の支援
をされており、お寺の位置は市内から南南東10kmに

1917年、アーチ・C・クランフが「人間を育てる教育の
ための奉仕基金」を＄26.5で創設。それが発展し
1928年「ロータリー財団」となる。それが徐々に発展
し、巨大な「The Rotary Foundation（TRF）」となった
わけである。2013～2014年度には、新しい補助金
制度「Future Vision Plan（未来の夢計画）」が始まり、
変革の時を迎えた。当クラブにおいても、台北福齢
RCと共にグローバル補助金（GG）を受け、台湾のある
地区での「識字率の向上」を図るべくプロジェクトを
実施中である。また、GGの中の「職業研修チーム
（VTT）」をVietNamで実施すべく準備に入っている。

あり、ダナン市アバン区クァンチャウ地区です。

支援先の寺院は尼寺で代表ミンさんは1997年に孤
児の世話を始めました。門前において行かれた臍帯
（さいたい）のついた新生児をほっておけず医師の下
へ運びその後お世話をしました。

「この寺ならわが子を育ててもらえる」との、うわさが
広まり昨年2014年には孤児総数が140人を超えま
した。

その結果、寺院では子供たちの衣食住にかかる費用
と養育費用が寺院の大きな財政負担をなっています。

寺院の一階が孤児たちの部屋で一台のベビーベッド
に5人乳幼児が寝かされており、2段ベッドの一段に
は一人でなく数人の小学生・中学生が就寝します。

昼間は就学年齢の子供たちは登校し寺院におりませ
んので乳幼児のみが寺院にいて世話を受けます。立
ち歩きできる子供はアルミサッシの柵に入れられ、外
出保育はされておりません。

介護内容は通常3～4名の寺院近隣の女性たちが乳
幼児の世話を行っており、内容は食事とおむつの交
換のみで乳児を2列に並べ順番に換えていき、食事
はおかゆをミキサーにかけ離乳食を順番にアルミ
サッシ柵の隙間からスプーンで順番に幼児に食事を
与えます。介護者は専門職でなく乳幼児に必要な言
葉かけもなく、子供たちの言語発達も遅れが感じら
れます。

保育環境については小学生以上の子供たちは学校
から帰りましたら、幼児の介護や施設内の掃除を手
伝います。就学年齢に達した孤児たちには行政の支
援があり、平均的な教材の接することはできているよ
うです。

一方、乳幼児への玩具・教具が全くなく不足しており
ます。

尼さんのミンさんは誠心誠意子供たちのために取り
組んでおられますが、乳幼児から中学生ぐらいまでの
子供たちにとって、屋根つきの部屋と衣類、そしてお
なかを満たすだけの食事で充分だとはおもえません。

これからのヴェトナムを担う子供達の環境として幼児
教育どころか、遊具・玩具がほとんどない状態での生
活環境は決して良いとはいえません。支援物として学
用品、幼児の絵本、一日中寝かされている乳児に音
の出るおもちゃを希望されております。今後の支援に
ついては次年度辻一夫国際奉仕委員長、安達社会
奉仕委員長と話し合うつもりですが、ご協力宜しくお
願いいたします。



ロータリーフェスティバル（RF）成功への集い RF推進担当　檜皮 悦子

2月14日（土）ホテルニューオオタニ大阪にて地区ロー
タリーデーとして2015年5月5日に大阪中央公会堂に
て実施されるロータリーフェスティバルに関して「RFの
成功への集い」が開催されました。

実行委員会委員長近藤雅臣さまの基調講演「RFの目指
すもの」に続きRFプログラムの概要について説明されま
した。ロータリーフェスティバル：RFは国際ロータリー黄
其光会長の素晴らしいアイデアにより提案され、目的は
地区内すべてのロータリアンに自信と誇りを高め、各ク
ラブの活力増大、公共のイメージ向上、会員増強を目指
すものです。

ロータリアン達は社会貢献という共通の関心の下にお
互いの絆を深め、自分の時間、才能、資金を注いで活躍
するグループであることを紹介します。それにより、同様
の目的意識を持つ人々と協力して、地域社会が直面す
る問題を解決しようと努めている事や、我々と同様に、
地域社会の事を考える人々を見つけたいと願っている
ことを伝えます。
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下岡：ニコニコ

嶽下：本日国際奉仕クラブフォーラムです。吉田委員

長よろしくお願いします。

辻（義）：ニコニコ

吉田：ニコニコ

早瀬：吉田委員長、国際奉仕クラブフォーラム宜しく

お願いします。ニコニコ

福田：少し良くなりました。ニコニコ　

針谷：ニコニコ

犬飼：71歳で初孫！！お爺ちゃんの仲間入りです。

高島：ホームクラブ例会欠席お詫び

小林：まだまだ寒いですね。福田さん退院おめでとう

ございます。

北村：福田さん、ご退院おめでとうございます。

村上：ニコニコ

檜皮：福田さん、退院おめでとうございます。お会いし

たかったです。

栗山：ニコニコ

本日合計 : ￥38,000
累　計 : ￥1,230,000

●出席報告
会員数 29名 国内ビジター 0名

名誉会員数 6名 外国ビジター 0名

免除会員 0名 国内ゲスト 0名

出席者 22名 外国ゲスト 0名

欠席者 7名

出席率 75.86%
1月29日の修正出席率 79.31%

●メイクアップ
村橋 義晃   1 月28日 地区戦略計画委員会

梅原 一樹   1 月17日 地区広報委員長会議

本日のメニュー

小林会員、お孫さん誕生おめでとうございます！

Congratulations!

寿司定食
先附 小柱酢味噌和え
焚合 鱈ちり蒸し
にぎり・巻き寿司
赤出汁


