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ロータリーは機会の扉を開く

第 258９回例会 №1３
2020 年(令和 2 年)1１月２０日(金) 雨
名古屋みなとロータリーソング
「セイリング」

出席報告
会員 63 名中 出席 45 名 出席率 71.43％
〇スピーカー 資金推進委員会副委員長 佐野

彰彦君

R.I．会長 ホルガー・クナーク

私がロータリーに入会して地区補助金にお世話になっ
てなしえたお話させてください。私が入会時にラオス
へ行きました。野村会長の時です。消防車を届けまし
た。また、絵の展示会をしました。田島君はラオスの
将来の歯医者の先生に講義をしました。私は何をした
かというと、田島君の補佐をしました。
「髙田いびきかいて寝てはいかんよ」と、後で田島君
に注意された覚えがあります。

会長挨拶
皆さんこんにちは。今月は、ロ
ータリー財団月間です。それ
に、合わせまして本日は、スピ
ーカーとして、刈谷ロータリ
ークラブ所属 地区資金推進
副委員長、佐野彰彦様をお招
きいたしました。題目は「ロー
タリー財団プログラムについ
て」～財団は、ロータリーの財
産です～として、後ほど卓話
をしていただきます。以前、ロータリー財団からこん
な葉書をいただきました。「ロータリー財団の成功は
、１００年にわたるロータリアンの献身の賜物です
。人類に奉仕する次の１世紀は、あなたの手にゆだね
られています」と。そして面が変わってこんな事が書
かれています。
「ロータリー財団に毎年お寄せいただ
くご支援は、世界中の人びとの生活をより良くする活
動に生かされています。ロータリー恒久基金へのご寄
付は、これらの活動を末永く支えます。」と。
財団の詳しいお話は佐野副委員長に後ほどお話してい
ただくとして、私が知ったかぶりしてお話するとメン
バーに、間違った財団のイメージを与えるので、

社会奉仕で、東北地震のあと
松を植えに行きました。私が、
国際委員長の時にネパールに
行きました。カトマンズから
２時間ほどの山の中です。太
陽光パネルでパソコンを動か
す事業とネパールの地震の後
でしたので日本流の防災訓練
をしました。昨年は塩釜から
船に乗った離島で草刈りをし
てきました。そして、私が会長
エレクトの時に
エレクトの時にセブ島から一時間半かけた離島へ下見
に行きました。コロナに負け、行くことはかないませ
んでしたが、子供達との約束をはたすべく、野崎国際
奉仕委員長が現地の人と絶えず連絡をとって「子供達
との約束ピアノ」を台風で壊れた校舎をなおして届け
る段階になりました。話は、変わりますが、ＮＨＫの
番組で「鶴瓶の家族に乾杯」という番組があります。
鶴瓶が誰にでも話しかけ、出逢いのすべてを「いいお
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話に変えてしまう」私のとっても好きな番組です。最
初から、最後まで水戸の黄門様がご印籠を出し続けて
いるような番組です。鶴瓶が別のトーク番組でこんな
ことを口にしていました。「偽善者でもええと思うん
だ。１００％完璧な人間がいるはずがない。いいこと
をしようと努める。エエカッコシイと見られても、他
人に親切をしないよりは、した方がいい。それが、た
とえ偽善者だとしても。」
（プチ紳士からの手紙第１５
５号２０２０年１月志賀内康弘）最後に一冊の本を紹
介させてください。
「小さいことに、くよくよするな！」リチャード・カ
ールソン著 株式会社サンマーク出版
毎朝、感謝したい人の顔を、
一人思い浮かべてみよう。
次にはきっと、べつの人の
顔が浮かんでくる。
そうなれば、しめたもの。
感謝したいことが次々に頭に
浮かぶ。自分の健康、子どもた
ち、家庭、仕事、自由といった
ぐあいに。
とても単純な提案に思えるかもしれないが、
実に効果的！今日も楽しく例会 過ごしてください。

伝 達

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
岡本 善博君

ニコ BOX
(財団の卓話をさせて頂きます。宜しくお願い申
し上げます)
刈谷 RC 佐野彰彦君
(佐野副委員長、財団教えて下さい。村田幹事に
頭をソラれました)
髙田会長
(佐野副委員長、卓話宜しくお願いします)
村田幹事
(深谷さん、水谷さん、お世話になりました。引き
つづき宜しくお願いします)
久留宮君
(アンガーマネジメント、パワハラ防止アドバイザ
ーの資格を取得しました。企業研修にご利用下さ
い！)
橋本（美）さん
本日合計
14,000 円
ニコニコ DAY
9,000 円
累
計
1,150,000 円

幹事報告

村田

誠一君

①次週は定款第 7 条第 1 節により例会は休会となり
ます。コロナも感染拡大しておりますので食事が終
わりましたらマスクの着用をお願いします。
尚、１２月の忘年家族会は状況を見て昼例会に変更
するなど検討しております。決まり次第ご連絡いた
します。
②本日例会終了後 指名委員会を開催いたします。
対象の方は「楠」の間までお集まり下さい。

③本日 100 万ドル寄付のカレーの日でございます。
コロナも感染拡大しておりますので食事が終わり
ましたらマスクの着用をお願いします。
④ 本日例会終了後 理事会を開催いたします。
対象の方は「楠」の間までお集まり下さい。
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卓話
「ロータリー財団プログラムについて」
～財団は、ロータリーの財産です～
資金推進委員会 副委員長
佐野

彰彦君

刈谷 RC から出向しています、
資金推進委員会副委員長の佐
野彰彦です。本日は財団月間
の卓話にお呼びしていただき
ありがとうございます。名古
屋みなと RC 様の昨年度の財
団寄付の報告です。年次基金
＄158.10/人（目標＄150）、
ポリオプラス＄31.48/人、財
団に寄付された人数は 51 人
（82％）です。累計＄10,000 以上寄付された MD は
深谷友尋様です。毎年＄1,000 以上の寄付を約束され
た PHS は、深谷友尋様です。補助金事業は今年度・
昨年度共に申請されています。今年度グローバル補助
金奨学生として、木学知子さんを援助国クラブとして
サポートされています。また、ロータリー平和フェロ
ーとなった、藤本矩大さんを援助国クラブとしてサポ
ートされました。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です。寄付された資金の使わ
れ方について、説明させていただきます。
①地区補助金事業 各クラブから申請された事業を審
査し、補助金を支給いたします
②グローバル補助金 大規模なプロジェクトに活用で
きる補助金 ＄30,000 以上
グローバル補助金留学生年間 5 名まで
2019-20 年度は当地区から 2 名のグローバル補助金
奨学生がいます。
③職業研修チーム（VTT）
国内の専門家チームを海外に派遣・現地の専門家チー
ムを招聘して研修を行う。2019-20 年度は農業研修
シャインマスカットの栽培法について、日本の栽培農
家にタイのブドウ農家の方が来日し、研修しました。
また、日本の栽培農家の方が、タイに訪問し、現地に
て直接栽培の指導を行いました。
④ポリオプラス
ポリオに対する有効な治療法がないため、予防の為の
ワクチン投与しか有効な手段がない。現在、パキスタ
ン・アフガニスタンで発症の報告がされているが、撲
滅までにいたってない。日本人にとって身近な病気で
はないかもしれないが、世界で根絶していないために
、国内でも 54 ヶ月までに 4 回のポリオワクチンの接
種が必要です。本当に“あとちょっと”ですが、ポリオ
根絶の為に運動をし続けて行かなければならないので
す。2019-20 年度は当地区の財団活動資金から＄25
万と名古屋名東 RC 坂本精志様から＄25 万の寄付を
いただき、ウガンダのマケレレ大学にアフリカ初の平
和センターが設置されました。以上の活動を行って行
く上で、大切なのは皆様からいただく、財団への寄付
です。

Every Rotarian,Every Year 会員お一人＄150 以
上、またポリオ撲滅の為の資金として＄30 以上計
＄180，約 20,000 円の寄付をお願いします。
ポールハリスフェロー・マルチプルポールハリスフェ
ロー・メジャードナーの認証を多くの方に受けていた
だきたいと思います。毎年＄1,000 を継続的に寄付し
ていただける、ポールハリスソサエティの入会をお願
いします。引き続き、財団へのご理解とご協力をお願
いいたします。

D グループ家庭集会報告
とき
令和２年 11 月 20 日 18:30～
ところ 「太閤本店伏見店」
リーダー 芹澤
サブリーダー 三枝樹
出席者
梅田、早瀬、渡辺、水谷、室原、
河野、橋本（美）
、松本 計 10 名

コロナ厳重警戒の中、感染対策万全のしゃぶしゃぶ
店で集会が行われました。河野君のコロナワクチン
の有効率９０%超えというのは、９０%罹らない訳
ではなく、症状が軽い人を含めて９０%であるとの
お話に始まりました。その後各々、コロナ下での近況
を和気あいあいと語り合いました。リーダー芹澤君
のお心遣いで、メインのしゃぶしゃぶにたどり着く
前に、豪華なお料理でお腹いっぱいになりました。
最後に、早瀬君が人生の本質だと絶賛する、森繁久弥
『人生賛歌』の詩を載せます。
どこかで微笑む 人もありゃ
どこかで泣いている 人もある
あの屋根の下 あの窓の部屋
いろんな人が 生きている
どんなに時代が 移ろうと
どんなに世界が 変わろうと
人の心は 変わらない 悲しみに 喜びに
今日もみんな 生きている
だけどだけど これだけは言える
人生はいいものだ いいものだ
アーーー アーーー 人生とは いいものだ
皆様くれぐれもご自愛下さい。
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2020-21 年度 指名委員会議事録
とき
ところ

11 月 20 日（金）13：30～
名古屋マリオットアソシアホテル
17 階「楠」
早瀬、岡本、菅、渡辺、梅田、岩佐、
吉田(利)、鈴木、寺本、田島、芹澤、
髙田、栢森、村田 14 名（敬称略）

出席者

①議 題
(a) 2021～2022 年度会長エレクトを選出しました。
(b) 2021～2022 年度役員・理事を選出しました。
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休会
年次総会・第 2 回フォーラム
17F「コスモス」
港友例会
卓話「ロータリー活動での思い出」
深谷友尋君、田島伸也君、杉江豊文君
17F「コスモス」
お食事例会
16F「アゼリア」
休会
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今後の例会予定

12
19
26

卓話 中日ドラゴンズ常務取締役
壁谷 浩和氏
17F「コスモス」
卓話 篠原鍼灸院 鍼灸師
山内 雅大氏
17F「コスモス」
卓話
「名古屋から世界へ福よせ雛とは」
一般社団法人日本社会文化教育機構
代表理事福よせ雛プロジェクト担当
吉野 孝子さん
17F「コスモス」
卓話 「タイヤの健康管理」
一般社団法人日本自動車タイヤ協会
中部支部長 改田 昌幸氏
17F「コスモス」
休会
卓話「フィリピン国際奉仕報告」
国際奉仕委員長 野崎 修君
16F「アゼリア」
卓話
17F「コスモス」

◆忘年家族会について
12/17 に予定しておりました忘年家族会は、
新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止とし、
12/18 に通常例会を開催いたします。
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