
　　11 月は「ロータリー財団月間」です。　　　         －  世界に誇れる偉大なロータリー財団が未来へ繋がる  
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寄付金の状況

 11月  19日分 累　計 目   標 

ニコニコ箱 66,000円 1,124,300円 3,000,000円

米山奨学金 13,000円 1,280,000円 2,430,000円

ロータリー財団 21,000円 1,920,600円 3,177,000円

ありがとうございました。

後藤正邦・小藤幸男・細江　究
後藤財団理事、野村財団委員長、本日のクラブフォーラムありが
とうございました。 ( 清水則明 )
母の葬儀の際は大勢の会員の方々にご参列頂き、ありがとうご
ざいました。 ( 出雲路康照 )
後藤理事、野村委員長、クラブフォーラムお疲れ様でした。大変
勉強になりました。来週の地区委員会で報告させていただきま
す。 ( 城戸利枝 )
後藤さん、野村委員長、ロータリー財団の事業並びに財団の説
明ありがとうございます。 ( 清水嗣能 )
野村ロータリー財団委員長、いつもありがとうございます。
 ( 杉本裕之 )
財団月間の卓話をさせていただきます。 ( 野村直之 )
 各　君

清水則明・油谷啓司・市橋信孝・小藤幸男
母の葬儀の際は大勢の会員の方々にご参列頂き、ありがとうご
ざいました。 ( 出雲路康照 )
 各　君

岡田 章様、藤井健夫様、吉田清二様、喜寿おめでとうござい
ます。 ( 清水則明 )
母の葬儀の際は親睦委員会の皆様には帳場の手伝いなど大変
お世話になりました。 ( 出雲路康照 )
ありがとうございました。これからもロータリーの精神で生き
ていきます。 ( 加藤信一 )
加藤信一様、叙勲おめでとうございます。 ( 西澤雄三 )
再度、コロナに負けるな !! ( 北島　恬 )
猫を飼いだしました。家族が増え、賑やかになりました。
 ( 清川卓二 )
ベルで行われました「越前ガニロボット」コンテスト、コロナ
禍の中、無事終了しました。 ( 小森富夫 )
暑いですね。九十九里に、はまぐりが大量発生したとか。自
然災害が起きないことを願います。 ( 竹生知子 )
英さんと辻さんの本気の頑張りに敬意を表して。(長谷美左子 )
はからずも過分のお祝いをいただいて。加藤信一さん、同級
生の岡田さん、吉田さん、おめでとう。 ( 藤井健夫 )
後藤理事、野村委員長、クラブフォーラムありがとうございます。
 ( 森川圭造 )
楽しもうロータリー。先日のロータリーガバナーアドレスは素
晴らしいものでした。 ( 山内鴻之祐 )
暖かい日が続き、今年も雪が少なければ良いのですが。
 ( 山岸靖夫 )
兄 幸一が亡くなりました折、お世話になりました。ありがとう
ございます。 ( 吉岡正巳 )
健康長寿の秘訣は家庭円満を挙げる報告もあります。
 ( 吉田清二 )
早退します。申し訳ございません。 ( 渡邉義信 )
英　貴子・松田将裕
【誕生日御祝】岡田　章・辻恵利子
配偶者誕生日御祝 / 元気でいる事に感謝しています。
 ( 山本　宝 )
【結婚記念日御祝】中広　久
結婚記念日御祝 / 本日お弁当ご注文賜りありがとうございまし
た。 ( 畑下徳洋 )
 各　君

■12月  3日(木)  
  栄養行事/
  ゲスト卓話
  (福井大学　国際地域学部
    特任教授  細谷　龍平氏)
■ 12月10日(木)  
  年次総会/
  会員卓話(藤井  健夫会員)
■12月17日(木)  
  クリスマス例会(夜間例会)
■12月24日(木)  
  ゲスト卓話
  (福井県知事　杉本 達治氏)

12 時 30 分　　開会点鐘　
                      会長挨拶
  米山奨学金授与  ( グエン ホアン カン君 )
                      表彰　「米山功労者」・「R財団」
　　　　　　　委員会報告・幹事報告・その他
　　　　　　　会員卓話 ( 竹内  宏司会員 )  
　　　　　　　  「ドコモが描く 5Gの未来」
13 時 30 分　　閉会点鐘

今後の予定

■ 12 月 21 日 ( 月 ) 福井東 アオッサ 1F 入口付近
    12：00 ～ 12：30

※ビジター受付 ( サインメークアップ ) は、コロナ感染
状況によっては、無しとなる場合がございます。
サインメークアップ有無に関しましては、開催日時近
くになりましたら、事務局までお問い合わせください
ますようお願い申し上げます。

本日の例会 2020年 11月  26日　第3427回
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次回の例会
■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時30分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 栄誉行事 /ゲスト卓話
 ( 福井大学　国際地域部 特任教授  細谷  龍平氏 )

2020年 12月 3日(木)

　先週は、ガバナー公式訪問でしたが、お
陰様で無事終了することが出来ました。皆
様のご協力に感謝申し上げます。

　今朝の福井新聞に村田  良昭会員と竹生  知子会員の記事が
載っていました。
　村田会員は学校に教育備品を竹生会員は南越前町にマス
クケースを寄贈されました。素晴らしい社会奉仕活動だと
思います。
　本日はロータリー財団主催のクラブフォーラムです。
後藤  正邦ロータリー財団担当理事及び野村  直之ロータリー
財団委員長によるお話がございます。
　ドライブレコーダーの映像を見て頂きます。
【スマホの画面を見ていて追突した映像】
　追突した原因は、ドライバーの証言によるとスマホを見
ていたとの事でした。
　自動車を運転中にスマホみている方は多いと思いますが、
やめてもらいたいと思います。昨年 12 月 1日から運転中に
スマホなどを使用する「ながらスマホ」は厳罰化されました。
何より交通事故につながりますので、安全なところに停車
してからスマホの操作をお願いします。

　誤解を恐れず申し上げますが、事故ってそんなに起こら
ないものです。脇見しても、「ながらスマホ」をしても、す
ぐに交通事故は起きません。だから、ついつい脇見をしたり、
「ながらスマホ」をしてしまうのです。しかしこの様な行動
を続けていると、事故が起きる確率が上がります。ハイン
リッヒの法則の通りです。不安全な行動、不安全な状態を
続けていると、ヒヤリとしたりハットすることがあり、300
件のヒヤリ・ハット放っておくと、29 件の軽微な事故が発
生し、29 件の軽微な事故が続くと、1件の重大事故がある
という統計です。
　ですから、ヒヤリ・ハットがあった時点で、自分の行動・
運転・状態を反省する。どうして、そうなったのか？必ず
自分にも少しは非があるはずです。そこを修正すれば、事
故の確率はグンと減ります。しかし、ヒヤリ・ハットの時
点で、偶々だとか先方が悪いとか自分の非を認めないと、
いずれ軽微な事故に発展し、運が悪いと重大事故を起こし
てしまいます。
　不安全な行動・運転というのは、やはり法律やルールを
守らない事です。それを教えてくれるのがヒヤリ・ハット
だと思います。ヒヤリ・ハットがあった時は、自分の運転、
行動を反省するチャンスだと思って頂きたいと思います。
　本日は、事故防止講習のようになってしまいましたが、
交通事故を起こさないことは、大きな社会奉仕活動になり
ますので、安全運転を宜しくお願いします。

2020-21 年度  会 長

清水  則明

本日のお弁当
本日のお弁当を準備していただきました　【大戸屋】畑下  徳洋 会員より

国際奉仕委員会　伊井  彌州雄 委員長

　先日、地区委員会で、来年 6月 12 日か
ら 16 日かけて台湾の台北にて開催されま
す、国際大会のご案内がございましたので

報告させて頂きます。

福井市の高木中央と月見で大戸屋を経営しております畑下です。
　本日は、お弁当のご注文を賜りましてありがとうございます。実は、この話が来た
時に、受けるかどうか非常に悩みました。仲良くしている先輩方からは、恥をかくか
らやめた方が良いのでは、と心配をされましたが、田畑幹事より「大丈夫！大丈夫！」
と根拠のない説得により、今回ご用意させて頂く事になりました。
　ご存知の方もおられると思いますが、大戸屋はコロワイドに敵
対的買収をされました。経営陣は全て変わりましたが、我々の得
意とする店内調理を続け、お値打ち価格の調理を今後も提供して
いくつもりであります。今回、弁当プラス物品もご用意させて頂
きました。中身は、実施に店舗で使用している醤油や人気の黒酢
あん等ございますので、家に帰ってからも大戸屋の味を楽しんで
いただけたらと思います。本日はありがとうございます。

委員会報告



● 現在会員 136名
● 出席者 93名
● 欠席者 33名
● 出席免除者欠席 10名
● 今回例会出席率 73.8％

● メークアップ 19名
● 欠席者 22名
● 修正出席率 83.1％

  11 月 5 日 ●メークアップ　　　伊井彌州雄・城戸利枝・長田裕美 
(11/14 地区台北国際大会説明会(オンライン開催))、木村憲一
(11/18 地区RLI委員会) 各　君

 2020 年  11 月 19 日　　第 3426 回　

叙勲御祝

クラブフォーラム【ロータリー財団】

例会報告

クラブフォーラム【ロータリー財団】

R財団担当　後藤  正邦 理事

喜寿御祝

足羽山あじさいロード看板修繕　報告

秋の旭日双光章を受章されま
した加藤  信一会員に
清水会長よりお祝いが授与さ
れました。

岡田  章会員、藤井  健夫会員、吉田  清二会員

《それは、1通のメールから…》
　先日宮﨑パストガバナーにはご相談させていただいており
ました Covid-19 緊急支援グローバル補助金プロジェクトに
つきまして、貴クラブともご縁の深いインドネシアD3410
より支援要請が届きましたので、共有させていただきたくご
連絡申し上げます。特に貴クラブそして私共クラブGG事業
の際、現地でお世話になりましたパストガバナー・地区財団
委員長の Eva Kurniaty さんから切実なお願いとしてご連絡い
ただき、承りました。
 　本プロジェクトの概要につきましては、添付書類をご参照
いただければ幸いでございます。
　ご承知いただいておりますように、インドネシアは南アジ
アにおける最大の感染拡大地域であり、殊に人口過密の首都
ジャカルタの状況は、都市封鎖下であっても日ごとに厳しく
なっております。中でも懸念されますのがいわゆる貧困層の
居住地域で、加速する経済状況の悪化に加え感染症対策は行
きとどかず、事態を憂慮したジャカルタの病院よりロータ
リーへの支援要請があり、それに応えて計画されましたのが
本件でございます。
 　既に資金調達の面でフィリピンのDDF１万ドルが内定し
ております。必要額は 13-14 万ドルでございますので、でき
ればD2650 では複数のクラブさまに協同でご協賛いただき
（クラブ 500 ドルー）、DDF（２万ー３万ドル位想定）を申請
する計画でございます。現在、幾つかのクラブさまからご協
力の旨伺っております。いかがでございましょうか？
《地域社会調査》
▶人道的補助金または職業研修チームのためのグローバル補
 助金の申請には、地域社会の調査を実施してその結果を報
 告することが義務づけられています。
▶恩恵を受ける地域社会または施設
　インドネシア首都・ジャカルタ全域にわたる地域が現在感
染拡大危険地帯レッド・ゾーンと特定される為、この地域居
住の医療補助の必要な労働者層が受益対象者となり、ジャカ
ルタの病院を統括するインドネシア病院協会を通じて実施。

▶プロジェクトから直ちに直接的で明確な恩恵を受ける
 グループ
Covid-19 感染拡大緊急事態において、感染拡大危険地帯居住
の医療補助が必要な労働者
▶直接的受益者の数（統計的情報）
《新型コロナウイルス感染拡大防止支援プロジェクト》
▶申請者　　　　　　　　日本ロータリー Eクラブ 2650
▶プロジェクト実施地　　インドネシア・ジャカルタ市域
▶実施国の代表提唱者　　D3410 地区　RC Jakarta Sunter 
Centennial
▶プロジェクト概要
　・PCR 検査キット 150,000 個を病院に寄贈。
 検査実施は病院スタッフ。
　・協働提唱クラブ、地区内若手ロータリアン
 ・ローターアクトで結成された
　　医療救援チームが応援。
　・地域社会に対して感染症対策や保健衛生に関する意識向
 上のため啓蒙活動。
　・他のクラブや地域社会の関与を促し、感染症拡大防止
 ・感染予防促進。
　・被験者数の推移と検査結果のモニタリング、感染状況の
 把握（成果測定）。
▶重点分野　　　　　　　疾病予防と治療
▶プロジェクト予算　　158,000 US ドル　※単位は以下同じ
▶プロジェクト予算調達　
　①実施国　　・DDF（地区財団活動資金）18,500
　　　　　　　・グローバル補助金　　　    18,500
　②援助国 　2650 地区
        ・DDF　30,000　・グローバル補助金 30,000
　　日本ロータリー Eクラブ 2650　 ・現金 1,000
　③その他
　　・福井 RC　現金 1,000　（8月 6日理事会承認）
　　・福井北 RC・府中武生 RC・敦賀西 RC・京都嵯峨野 RC　 
 合計 3,000
　　・DDF（5地区）　28,000　・グローバル補助金　28,000
　　　
　ロータリー財団への寄付は、国際的、地域的な
奉仕活動に直結します！
ご寄付は、ロータリー財団委員会まで

R財団委員会　野村  直之 委員長

　今月は財団月間ですので、ロータリー財団
のお話を少々いたします。
　ロータリークラブは 1905 年に創立されました。その 12
年後の 1917 年のアトランタの大会で、当時の国際ロータリー
（以下「RI」といいます）の会長のアーチ・クランフさんがロー
タリー財団の設立を呼び掛けたのですが、誰も関心を寄せず、
「財団はクランフのたわいもない夢だ」と相手にされません
でした。しかし「寝ても覚めてもロータリー」と自称してい
たクランフさんは、ひるむことなく設立に向けて邁進され、
その努力が実って徐々に賛同する会員も増え、1928 年のミ
ネアポリス大会で財団の設立が認められ、クランフさんが初
代委員長に選任されて活動が開始されました。しかし、翌
1929 年末の財団の資金残高は 5739 ドルでした。大恐慌の始
まった年であり、現在とは貨幣価値に大きな違いがあるとし
ても、当時のロ－タリアンの財団に対する冷え冷えとした熱
意のなさが見て取れます。
　そこで、何故クランフさんは財団設立にそんなに奮闘した
のでしょうか。クランフさんは、ロ－タリ－の目的の一つで
ある慈善、教育等の「社会奉仕」の活動をロ－タリ－がしっ
かり、確実に実行していくためには、
　　世界でよいことをする  　　doing good in the world
ための基金を作るのが極めて適切であるし、そのためにはロ
－タリアンからの寄付を元手に基金を作ればこれまで以上の
多くの社会奉仕を強力に行えると考えたからです。世の中、
お金がなければ生きていけませんし、より多くの中身の濃い
奉仕を行うためにはお金の存在は欠かせません。
　このように、財団はロータリアンによる手作りの財団であ
り、財団への寄付金は他の団体へ寄付するためのものではな
く、ロータリアンが社会奉仕活動を行うために自分たちで基
金を増やして有効に使用するためのものです。
　当初は余りお金が集まらなかった財団ですが、年月を経る
にしたがい、徐々に財団の意義がロータリアンに浸透し、最
近では資産が 11 億ドル、毎年の寄付金収入が 4億ドル ( 年
次寄付億 3500 万ドル )、補助金等への支出が 3億ドル超で
あり、世界でも有数の規模を有する公益的財団となっており
ます。なお、財団の運営経費はすべて投資活動の収益により
賄われ、会員からの寄付金がそれに充てられてはおりません。
　ところで、寄付金が投資に運用されていると言いますと、
リーマンショックや最近のコロナショックで多額の損失を
被っているのではないかとご心配の向きもあろうかと思いま
す。確かに 2008 年のリーマンショックのときは－21.5%で
大きな損失を計上しましたが、リーマンショックが発生した
2008 年～ 2016 年までの平均投資収益は、5.24％の黒字であ
り、極めて健全な財政状態にあります。
　さて、何故 RI とは別個に財団が作られていると思われま
すか？　他にも理由がありますが、一番大きな理由は、寄付
をしていただいた会員に税制上の優遇措置を受けていただく

ためです。RI や福井ロータリークラブに寄付されても税制上
の優遇措置は受け得ません。しかし日本でも 10 年前に、ロー
タリー財団の協力財団として「公益財団法人ロータリー日本
財団（理事長  千 玄室氏。当クラブの宮﨑パストガバナ－も
11 名の理事のお一人です）」が設立されたことにより、日本
のロータリアンも税額控除や所得控除の税制上の優遇措置が
受けられるようになりました。確定申告用の領収書は、申告
前に事務局から寄付された皆様にお渡ししますので、是非ご
利用下さい。
　ロータリー財団の使命は、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、
平和を達成することであり、ロータリーの目的とも一致して
います。
　そのための重点目標は、①平和構築と紛争予防　②疾病予
防と治療　③水と衛生　④母子の健康　⑤基本的教育と識字
率の向上　⑥地域社会の経済発展、そして最近定まった⑦環
境の保全です。
　財団の主な活動は、①ポリオの根絶（パキスタンとアフガ
ニスタンにはポリオの野生株が未だに存在）　②地区補助金
やグローバル補助金によるロ－タリ－の社会奉仕活動に対す
る支援　③ロータリー世界平和フエロ－の養成（日本では国
際基督教大学にセンタ－設置）　④奨学生の援助等で多岐に
わたっています。
　最後にロータリー財団への寄付のお話です。
　日本のロータリアンの一人当たりの寄付金は 151 ドルで
す。他方、韓国や台湾は 200 ドルを超えていますので、日本
は世界の平均よりやや多いというところです。
　当クラブの属する 2650 地区（昨年度の年次寄付金　87 万
7000 ドル。その他の寄付金との合計額は 115 万ドル）は、
一人当たりの年次寄付（ポリオの寄付を除く）の目標額を年
額 180 ドルと定めています。
　当クラブでは、目標額達成の実効性の観点と、寄付の自発
性の推奨によるロータリアンとしての自覚と意識の向上を図
る観点から、会員から半期ごとの会費徴収時に各 60 ドル、
合計 120 ドルを集め（新入会員の入会時の特別寄付や財団ラ
ンチの差額金もこれに付加）、残り 60 ドルについては、例会
時等の任意の寄付を呼び掛けることによって達成することに
しています。その結果、当クラブは例年、目標額を達成でき
ています（但し、2650 地区には当クラブを上回るクラブが
30 か所あります）。
　今更  さらに寄付金の話は必要ないと思われるかも知れま
せん。しかし、残念ながら、任意の寄付金は一部の会員（例
えば前回の今月 12 日の例会で多額の寄付をして下さった宇
野良二会員）のご厚情に多くを依存しているというのが実情
です。ロータリアンによる財団への寄付は、職業奉仕ととも
に「奉仕の理想」の実現を目指す社会奉仕の根幹を支えるも
のです。このことに深いご理解をいただき、多くの会員が自
発的に年間 60 ドルを超える寄付を行い（1回当たり 2,000
円として年 3回）、ロータリアンとしての内実を高める端緒
としていただくことを切にお願いしまして、本日の卓話を締
めくくりたいと思います。

幹事報告

幹  事　田畑  賢一

① 　クリスマス家族例会・新年例会アン
ケートのご協力ありがとうございました。
11 月の理事会において審議し、あくまで、
福井県の指針に沿って判断しますが、クリ
スマス家族例会は、今回は家族の参加は見

合わせていただき、クリスマス夜間例会として会員とアク
トで開催いたします。また、新年例会はピリケンにて全体
で例会を開催し、その後各個室に 4人ほどのテーブルに分
かれて、炉辺会談を開催するという形で、只今計画中です。
また詳細については、別途ご案内いたします。炉辺会談は
メークアップ対象ですので、二つ参加の方は 1日で 2度お
いしいという形になります。
②　喜寿のお祝いや銀婚式等について福井 RC内規に基づ
いて、お祝いをお渡ししております。以前に、権利がある
のにもらったことがない方もいるかとは思いますが、単年
度会計でもありますので、今年度は今年度の対象者に対し
お祝いをさせていただきたいと思っております。ご理解の
ほどよろしくお願いします。

「インドネシア・ジャカルタにおける
　　新型コロナウイルス感染拡大防止支援
　　　　　　　　　プロジェクトについて」

「ロータリー財団月間に寄せて」

10 月 31 日 ( 土 )　年間事業計画の一つであります「足羽山あじさいロードの看板補修として、錆除去並びにペンキ塗布の作業
を小森社会奉仕担当理事、田畑幹事、西澤環境保全委員、山岸の 4名で行いました。                            環境保全委員長　山岸 靖夫


	会報表面20201126第2632号
	会報中面20201126第2632号

