
次回の例会

シェカール・メータ 馬場 益弘

《 2021-2022年度   R.I. テーマ 》 クラブテーマ：ロータリーの原点を思い出そう。
 そして人生を語り合い、愛を語り合い、経済を語り合おう。

地区スローガン：活力と輝き
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寄付金の状況
 11月11日現在 累　計 目   標 

ニコニコ箱 37,000円 994,000円 3,000,000円
米山奨学金 29,000円 1,016,000円 2,492,000円
ロータリー財団 44,200円 1,712,800円 3,233,600円

ありがとうございました。

■ 11月25日(木)  
   米山奨学生卓話
    (ヴー ティー ハーさん)
■ 11月25日(木)  
   キャリア教育講座
     in 啓新高校
■ 12月2日(木) 
   栄誉行事/
   会員卓話(瀬越  智和 会員)
■ 12月9日(木)  
   年次総会/ゲスト卓話
   (福井大学医学部 附属病院
   腎臓病態内科学  
    岩野  正之教授)

12 時 30 分 開会点鐘　
  会長挨拶
  委員会報告・幹事報告・その他
  講  話 / 清川メッキ工業株式会社　清川  肇 代表取締役社長
13 時 00 分 閉会点鐘
13 時 00 分～ 社内見学

今後の予定

■ 開会点鐘 ： 12時30分
■ 閉会点鐘 ： 13時15分

■ 会場：ザ・グランユアーズフクイ
■ 米山奨学生卓話 (ヴーティーハーさん )2021年 11月 25日(木)

奉仕しよう  みんなの人生を豊かにするために
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会長挨拶

　今日は、ゆったりしたプログラムでのロータリー例会です。コロナも少し落ち着きました。私も八十歳と
いう節目の時を迎え、世界、日本の大きな変革、変化の時を楽しませて頂いております。地球温暖化、コロ
ナ対応、米中の不思議な関係、異常なマネタリーベース。どれを見てもこの五十年にはなかったことばかり
です。しかし、よくよく考えて見ればこの二千年、大きな変革を体験し、みんなの知恵で乗り越えてきました。

ましてや、我々ロータリアンは知恵と苦労人の集まりです。必ず乗り切り、幸せな人生を手に入れることでしょう。そのため
のロータリークラブ例会なのです。何かを学び、何かを得て今日の例会、楽しかったと言って下さい。
　さて、今日は、名言集の１６を学びましょう。

　清貧の家に育った子供は、裕福な家庭に育った子供に比べて何ものにも替えることの出来ない尊い宝を与えられている。

　これは、アメリカの鉄鋼王、アンドリュー・カーネギーの言葉です。
　彼はスコットランド生まれで１３歳の時にアメリカに家族と共に渡り、知恵と努力でアメリカンドリームを実現したのです。
親の知性、品格、文化をもとに皆さんも生きておられるのです。親への感謝と共にこの世に生を受けたこの奇跡を喜び大いに
幸せになろうではありませんか。足らない。だから求めるのです。十分あるともうご馳走ではありません。
　幸い、格式と伝統のある我が福井ロータリークラブは、知性と愛と努力によって幸せを掴んだ
方々の集まりです。お互いに友人なのです。学び、自分を高め、これが無い、あれが足らないな
どと後ろ向きの話は止めましょう。そして足らないものを求め続けましょう。
　人生を語り、愛を語り、経済を語ってまいりました。まだまだ、戦いは続きます。大いに戦い
を楽しみましょう。苦しみながら楽しみましょう。皆様のご奮闘、ご多幸をお祈りして会長挨拶
といたします。
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表彰を受けられた皆さま、おめでとうございます。(山内鴻之祐)
メジャードナーの表彰を受けて。ありがとうございます。
 ( 加藤幹夫 )
いよいよ年末が近づき社業が忙しくなってきました。早退が続
きます。すみません。 ( 木瀬雅博 )
加藤幹夫会員の 14 回目の米山功労者表彰に敬意を表します。
玉木はまだ 7回です。 ( 玉木　洋 )
荒本秀一・辻恵利子
 各　君

村田委員長、卓話ありがとうございました。 ( 山内鴻之祐 )
岩下さん、叙勲おめでとうございます。 ( 油谷啓司 )
わずかでも世界の役に立ちますように。 ( 出雲路康照 )
クラブフォーラム、村田委員長お疲れ様でした。 ( 城戸利枝 )
職場訪問例会、お待ちしております。雨が降ったら傘を持って
きてください。 ( 清川卓二 )
ロータリー財団月間。世界でよいことを。福井でもよいことを
考えましょう。 ( 清水慶造 )
村田さん、今日はありがとうございました。財団のことが分か
りました。 ( 長谷美左子 )
ロータリー財団委員会の卓話が最後まで聞けず申し訳ありませ
ん。 ( 野村直之 )
岩下会員「旭日双光章」受賞おめでとうございます。(細江　究 )
岩下パスト会長、おめでとうございます。 ( 萬谷宏治 )
本日は11月11日。ゾロ目なので寄付もゾロ目です。(宮﨑茂和)
本日は卓話をさせていただきありがとうございました。
 ( 村田長隆 )
浅井正勝・荒本秀一・市橋信孝・岩﨑　新・坂本安夫・
田中成治
 各　君

若い世代の皆さまと楽しい時間をすごさせていただいて。
 ( 山内鴻之祐 )
私の叙勲に際し、クラブより過分なるお祝いを戴きまして誠に
ありがとうございました。 ( 岩下春幸 )
岩下理事長、受章おめでとうございます。たいへんなご苦労
もあるかと思いますが、これからも機械組合の発展の為にご尽
力の程よろしくお願いします。 ( 寺本光宏 )
岩下パスト会長、おめでとうございます。 ( 森川圭造 )
いつもありがとうございます。 ( 中山浩成 )
毎日、生後 10 か月の曾孫に一時間ほど遊んでもらっています。
成長を目の当たりで感じられて楽しく幸せです。 ( 宮﨑茂和 )
荒本秀一
【誕生日御祝】荒本秀一・辻恵利子
【配偶者誕生日御祝】荻原昭人
配偶者誕生日御祝 / 感謝しています。 ( 山本　宝 )
結婚記念日御祝 / いつもありがとうございます。と感謝の言葉
を伝えたいと思います。 ( 長谷川智洋 )
 各　君

ロータリー財団増進特別寄付金

米山奨学特別寄付金

ニコニコ箱

11 月は「ロータリー財団月間」です。 －  ロータリー財団のプログラムを通じて参加できるユニークで意義深い奉仕活動の機会を  －

2021年11月18日　第3468回本日の例会

ご案内　【第 50 回 ロータリー研究会 記念講演会　オンライン視聴】

職場訪問 ( 訪問先：清川メッキ工業株式会社様 )

　さて、「ロータリー研究会」も第５０回を迎え、シェカール・メータ 国際ロータリー会長 ならびに 辰野克彦国際ロータリー
理事 のご挨拶に加え、 青山学院大学教授・生物学者の福岡伸一教授をお迎えし「記念講演会」を開催することとなりました。
　つきましては、開催の模様を、当日（１２月８日）オンライン配信（YouTube ）にて
放映いたします。
　事前の視聴登録はございませんので、ロータリー研究会へご登録をいただきました皆様
は勿論のこと、クラブ会員様 は もとより、地域の商工会、青年会議所、地域の諸団体など、
多くの方にご 視聴いただきたく 、 会員の皆様より広くお誘いお知らせいただけましたら
幸甚でございます。ご視聴方法につきましては右のパンフレットをご参照ください。
                          
　　　　　　　 記
第５０回ロータリー 研究会記念講演会
2021 年 12 月 8日 ( 水 )  
開場１４：３０ 
開会 １５：００     閉会 １６：４５
講演の詳細はこちらから    https://ri-seminar.com



● 現在会員 139名
● 出席者 80名
● 欠席者 51名
● 出席免除者欠席 8名
● 今回例会出席率 61.1％

● メークアップ 18名
● 欠席者 27名
● 修正出席率 80.1％

  10 月 21 日 ●メークアップ        (11/4 理事会　16名) 各　君

 2021 年  11 月 11 日　　第 3467 回 　

クラブフォーラム〈ロータリー財団委員会〉

例会報告

ロータリー財団委員会　村田  長隆 委員長

　日頃は財団活動へのご理解、たくさんの
寄付を頂き誠にありがとうございます。今月は、ロータリー
財団月間となっておりますので、 ロータリー財団 (R 財団 )
についてお話させていただきます。
　R財団とは、ロータリークラブや地区を通じて、実施され
る人道的、教育的活動支援の為に、寄付を受け取り、その
資金を分配する非営利財団です。1917 年、アトランタでアー
チクランフ国際ロータリー 6代目会長が「世界でよいこと
をするための」基金の設立を提案しました。これが、現在
の R財団の基となりました。アーチクランフは、R財団の父
と言われています。 そして、クランフ会長が言われた「世界
でよいことをしよう」は現在の R財団の標語となっており
ます。 
　R財団は、「国際ロータリーのロータリー財団」というの
が正式名称です。R財団の使命はロータリアンが、人々の健
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。
とあり、世界理解、親善、平和を推進する。という国際ロー

タリーの使命とも一致しています。 　使命を達成する為、こ
れも国際ロータリーと一致した重点分野を定めています。
平和の推進、疾病との闘い、水と衛生、母子の健康、教育
の支援、地域経済の発展、昨年の 6月に追加された環境の
保全の 7つになります。これらの重点分野を目的とした世
界中のプロジェクトに資金を使っています。国際ロータリー
と R財団は独立した法人です。しかし、理念上も、実際上も、
ひとつのロータリーとして機能しています。ひとつのロー
タリーとして一致団結することで、ロータリーは使命を果
たすための強い土台を築いています。まさに、「ワン・ロー
タリー」として、R財団 は 国際ロータリーが掲げる目標の
達成の為に、国際ロータリー と一体になって世界のロータ
リーの活動の支援をしています。 
　それでは、なぜ R財団が必要なのでしょうか。国際ロー
タリー自体はイリノイ州の州法によって設立された非営利
法人ですから、皆さんから、あるいは外部から寄付金を受
け入れることは当然可能です。しかし、寄付した側の会員
や法人等は、税制上の優遇措置を受けることが出来ません。
そこで、同じイリノイ州の州法で、別の規定によって設立
したのが R財団なのです。R財団は非営利財団として認めら
れていますので、寄付して頂いた方は、税制上の優遇措置

を受けることができます。そして日本には、公益財団法人ロー
タリー日本財団という法人があります。この法人は日本の法
律に従って設立された公益財団法人です。この法人を通じて
R財団に寄付しますと、すべての寄付金が日本の税制上の優
遇措置を受けることが出来ます。 
　つぎに財団の世の中からの評価についてですが、世界的な
大手ニュース放送局である CNBC は、R財団を「世界を変え
ている慈善団体トップ 10」の第 3位に選び、ポリオ撲滅に
おける財団の多大な貢献を紹介しました。 チャリティーナビ
ゲイターという財団等を評価する機関がありますが、R財団
を最高ランクの評価としています。R財団は非常に健全な財
団であると言えます。 財団の資産と収入は世界中の会員から
の寄付で成り立っている訳ですが、現在、当福井 RCでは、
2650 地区が定める会員 1人当たりの年次寄付 180＄の目標
に対し、半期ごとの会費の徴収時に 120＄、残り 60＄を例
会時に任意の寄付でお願いしております。例年、しっかりと
目標を達成させて頂いております。そうして集められました
世界中のクラブからの寄付金は寄付をする際に各々が指定し
た財団の基金に入ります。年次基金寄付は、毎年、全会員に
お願いしている寄付で、３年間資金を運用して、その運用益
が財団の運営費に使われます。元金は３年後に全額を地区と
財団で使います。恒久基金寄付は、将来にわたって資金運用
され、元金は使いません。運用益のみを地区と財団で使いま
す。ほかに、使途を指定して寄付すると、その事業に使われ
ます。主だったものに、ポリオプラスに指定して寄付した寄
付金、グローバル補助金のクラブで拠出する部分の寄付金、
ロータリー平和センターに対する寄付金などがあります。 こ
のように運用された寄付金、使途を指定した寄付金が次にあ
げるロータリー財団のプログラムに使われます。ポリオプラ
スは、ロータリーの最優先プログラムです。世界からポリオ
が根絶するまで、他のいかなるプログラムより優先されるも
のです。昨年度 1億 5180 万＄が支出されております。補助
金プログラムは、人道的プロジェクト、奨学金、職業研修チー
ム（VTT）を支援する各種補助金を提供しています。昨年度
は1億2920万＄が支出されております。ロータリー平和フェ
ローシップは、世界に 6つあるロータリー平和センターで、
国際関係、平和、紛争解決とその関連分野で学ぶ学生への奨
学金プログラムです。昨年度は 450 万＄が支出されており
ます。この 3つプログラムでプログラム運営費も含めると
ロータリー財団の支出のほぼ 9割を占めることになります。
〈ポリオプラスプログラム〉
　ポリオは小児麻痺を引き起こす感染病です。特に 5歳未
満の子供に感染しやすくなっており、特効薬や治療法が確立
されておらず、ワクチンによる予防が何よりも重要となって
おります。ロータリーは、1979 年にフィリピンの子どもた
ちにポリオ予防接種をはじめて以来、パートナー団体ととも
に懸命に活動を続け、全世界でポリオの発症数を 99.9 パー
セント減らすことに成功しました。1988 年に 35 万件だっ
た発症数も 2018 年にはわずか 11 件となりましたが、根絶
活動はまだ終わっていません。 再流行が起きた場合、今後
10 年間に、毎年 20 万人以上の子どもがポリオによる身体ま
ひの犠牲になると推定されています。今後、根絶に必要な
15 億ドルの資金を確保することが現在の課題とされていま
す。 このようにポリオ根絶には莫大な資金が必要とされるな
か、R財団はポリオ根絶に向けてビルゲイツ財団とパート
ナーシップを締結しています。 2013 年よりポリオ根絶の為
に、R財団がWHO等に寄せる寄付に対して、ビル &メリン
ダ・ゲイツ財団が 2倍の額を上乗せするというパートナー
シップを締結しています。また、2020年の1月には、このパー
トナーシップを継続することが発表されました。この提携の
下、両者あわせて、年間 1億 5,000 万＄の寄付金が拠出され
る見込みです。 
〈補助金プログラム〉
　大きく 2つに分けられます。地区補助金は、R財団の使命

に関連した地元や海外で今すぐ支援を必要とするニーズに取
り組む、小規模で短期的なプロジェクト を支えます。
2019‐20 年度  財団は 490 件の地区補助金を承認し、プロ
グラム授与 額は合計 3360 万ドルに上りました。 グローバル
補助金は、ロータリーの重点分野に該当し、持続可能かつ測
定可能な 成果をもたらす大規模な国際的活動に資金を提供
します。活動には、人道的プロジェクト、奨学金、職業研修
チームが含まれます。2019‐20年度  財団は1,359件の グロー
バル補助金を承認し、プログラム授与額は合計 9,560 万ドル
に上りました。 
〈ロータリー平和フェローシップ〉 
　平和は「人」から始まると考えるロータリーは、平和フェ
ローシップ（奨学金）を通じて、世界平和と紛争予防の担い
手となる人材を育て、平和推進者の世界的ネットワークを築
いています。毎年、世界中から選ばれる最高100人のフェロー
が、ロータリー平和センター提携大学で学びます。フェロー
シップには、授業料・入学金の全額、滞在費（宿舎・食費）、
往復航空券、インターンシップと実地体験の費用が含まれま
す。創設から 10 年あまり、ロータリー平和センターは、平
和構築の分野のキャリアを志す日本人 33 人を含む 1,083 人
の人材を輩出してきました。その多くは、国連や世界銀行と
いった国際機関や草の根のNGOでリーダーシップを発揮し、
より平和な世界を築くために活躍しています。
〈ロータリー財団の認証制度について〉
　寄付して頂いた会員の方に感謝を伝える方法として、R財
団では表彰や認証の機会を設けています。各認証を受けられ
ますと、認証状と襟ピンバッジなどの記念品が送られます。
クラブ、地区に対する認証もありますが、個人の一般的なも
のを抜粋して紹介致します。ポールハリスフェローは年次基
金、ポリオプラス、承認された財団補助金のいずれかに
1,000＄以上を寄付された方で当クラブでは 82 人の方が認証
を受けられております。マルチプルポールハリスフェローは
ポールハリスフェローの認証を受けられたのちさらに追加で
1,000＄を寄付された方（1,000＄ごとに 8段階）で当クラブ
では58人の方が認証を受けられております。メジャードナー
（大口寄付者）は累計寄付額の合計が 10,000＄に達した方で
寄付金額により 4段階のレベルが設定されています。当ク
ラブでは歴代で 2人、現役会員では、宮﨑茂和パストガバナー
お 1人がレベル 3（累計寄付額 50,000＄以上）の認証を受
けられておられます。本当にたくさんのご寄付ありがとうご
ざいます。 ベネファクターは遺言またはそのほかの遺産計画
にロータリー財団恒久基金を 1,000＄以上の受取人として指
定した方、または恒久基金に 1,000＄以上を現金で寄付され
た方で、当クラブでは 17 人の方が認証を受けられておりま
す。ポール・ハリス・ソサエティは毎年合計 1,000＄以上を、
年次基金、ポリオプラス基金、またはロータリー財団が承認
した補助金プロジェクトに寄付する方で当クラブでは歴代で
2人、現役会員では宮﨑茂和パストガバナーお 1人が認証を
受けられておられ、2006 年より毎年継続して頂いておりま
す。認証を受けられている会員の皆さん、これまでのたくさ
んのご寄付ありがとうございます。
　本日の卓話をするにあたり、R財団のことを色々勉強させ
て頂きました。世界中のロータリアンの皆さんの善意の寄付
の積み重ねから地域に寄り添うプロジェクトやポリオ根絶の
大きなプロジェクトが生まれ、世界中の人々の役に立ってい
ることに感銘を受けました。中でもポリオプラスプロジェク
トはロータリーが世界に誇れる人道的支援だと思います。ポ
リオワクチンは一本 60 円と聞いております。2,000 円の寄
付金で 33 本のワクチンが確保できます。33 人の子ども達を
一生ポリオの脅威から守ることができます。会員の皆さんの
財団への寄付の積み重ねは確実にポリオ根絶、世界中の人道
的支援につながりますので今後とも R財団へのご理解、ご
寄付のほうよろしくお願いいたします。
　本日はご清聴ありがとうございました。

旭日双光章  受章 御祝

　この度、岩下  春幸 会員は 2021 年  秋の
叙勲「旭日双光章」を受章されました。
おめでとうございます。
　クラブより叙勲を祝し、山内会長より御
祝をお渡ししました。

・加藤  幹夫 会員 第 14 回 ( メジャードナー )
・細江　究 会員 第 3回 
・清水  盛伸 会員 第 1 回 
・田畑  賢一 会員 第 1 回 

キャリア教育推進委員会
増田  喜一郎 委員長

　11 月 25 日 ( 木 )　例会終了後 14 時より
啓新高校にてキャリア教育講座を開催しま

す。開催にあたり 18 社の会員企業のご参加ありがとうござ
います。また 3名の会員の方にお手伝いいただけるというこ
とでありがとうございます。
　当日は 14 時集合、14 時 10 分開始になっておりますので
参加される社員の方にお伝えください。
　また、当日は例会後移動時間に余裕があるかと思いますが、
駐車場整理のため早めに現地で待機していますのでご不明な
点がございましたら、ご質問ください。あらためまして当日
よろしくお願いいたします。

委員会報告

米山功労者  表彰

演  題「ロータリー財団について」

幹事報告

①　来週の例会は、職場訪問例会です。
清川メッキ工業様にお邪魔させていただ
きます。時間、場所などお間違えの無い
ようよろしくお願いいたします。
　車で来られる方は、停めていただく場

所を案内しておりますので、こちらも改めてご確認くださ
い。

幹  事　浅井　正勝

♪本日のソングリーダー♫
山野井  秀一 会員
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