
第１２５９回例会１２月 ７日（金）クラブ年次総会   ホテルモリノ 

第１２６０回例会１２月１４日（金）招聘卓話      ホテルモリノ 

第１２６１回例会１２月２１日（金）クリスマス家族会  ホテルモリノ 

 

 

 

【点  鐘】               大野 勉 会長 

【例会場】                  ホテルモリノ 

【S.A.A .】        森啓伊 委員、宇津木茂夫 委員 

【ソング 】   ロータリーソング『それでこそロータリー』 

【ゲスト・ビジター紹介】         大野 勉 会長 

◆鈴木正紀様（川崎鷺沼ＲＣ） 

  2590 地区ロータリー財団 

  補助金委員会委員長（写真右）  

【お知らせ】 ホテルモリノ７F 

『赤坂離宮』総支配人よりご挨拶 

「ホテルオープン時から営業してお 

りますが、この度リニューアルオープンいたしましたので、記 

念としてRCの皆さまをご招待させて頂きたいと思います。今 

後ともよろしくお願いいたします。 

【報 告】先日の地区大会で、当クラブが 

米山記念奨学会への寄付 2000万円 

に達したことで感謝状を頂きました。 

【会長報告】     大野 勉 会長 

１．ガバナー事務所より 

○第３５回ロータリー青少年指導者養成セミナーへの参加者

推薦依頼が届く。 

2019 年 2 月 9 日（土）～10日（日）１泊２日 横浜市野島青

少年研修センター 

※野村証券新百合ヶ丘店の社員の方が参加検討中 

○地区 R財団補助金管理セミナー開催のご案内が届く。 

12月 20日（木） 15:00～17:00 ソシア 21 ４F 

 

 

 

 

 

 

 

○米山奨学生年末パーティー開催のご案内が届く。 

12月 9日（日）18:00～20:30 ホテルキャメロットジャパン４F 

２．ハイライトよねやま 224号がメールで届く。 

３．新横浜ロータリークラブより、南アフリカ学習者支援のお願

いが届く。 

４．川崎高津南ＲＣより 

○年末家族会の案内 

12月 17日（月） 18:30 点鐘 ホテルＫＳＰ１階 銀杏 

○第 3グループゴルフコンペの案内 

2019年 3月 6日（水） よみうりゴルフ倶楽部 

5．第 36回あさお区民まつり実行委員会より、反省会の案内 

12月 7日（金） 16:30～ 麻生区役所 4F 第 3会議室 

6．川崎・しんゆり芸術祭実行委員会より、委員会開催の連絡 

12月 7日（金） 16:30～ 麻生区役所 4F 第 3会議室 

７．日本映画大学名誉学長の米寿をお祝する会の案内 

12月 5日（水） 18:30～ 新百合２１ホール 

【幹事報告】             青戸 慶太 幹事 

★事務所移転 

川崎宮前ＲＣ  移転予定日：2018年 12月 19日（水） 

新住所：〒216-0011川崎市宮前区犬蔵 1-8-31 タケダ㈱内 

 （電話番号、FAX番号、メールアドレスは従来通り） 

★例会変更 

〇川崎西北ＲＣ     

◇12/20（木）移動例会 年末家族会 深大寺 水神苑 

18:30点鐘  ◇12/27（木）・1/3（木）休会 

〇川崎鷺沼ＲＣ 

◇12/19（水）移動例会 年末家族会  

二子玉川エクセルホテル東急 18:30点鐘 

  

 

 

 

 

 

 

［例会日］第 1・2金曜日 12：30〜13：30［例会場］ホテルモリノ新百合丘 7F TEL：044-953-5111 

［例会日］第 3・4金曜日 12：30〜13：30［例会場］百合ヶ丘カントリー倶楽部 2F TEL：044-966-1300 

※第 5金曜日  休会または移動例会,他 連絡先：川崎麻生ロータリークラブ事務所 TEL：044-951-1322 

第 1258回 例会記録 平成 30 年 11月 16日（金） S.A.A 委員長 鈴木 昭弘 

 



〇神奈川ＲＣ 

◇12/17（月）⇒12/21（金）移動例会 クリスマス家族会 

Gオリエンタルみなとみらい 18:30点鐘 

  ◇12/24（月）・12/31（月）・1/14（月）・2/11（月）休会 

  ◇1/21（月）⇒1/25（金）移動例会  

神奈川 RC、神奈川東 RC合同賀詞交歓会 

★会報着 

○新川崎 RC 第 1123回（10/3）～第 1127回（10/31） 

○川崎中原 RC 第 1431回（7/19）～第 1437回（10/18） 

○川崎北ＲＣ 第 2814回（7/25）～第 2825回（10/24） 

【出席委員会】            佐藤 達弥 委員長 

例会数 会員 出席 欠席 修正 出席率 

1258回 32 24 8  75％ 

1257回 32 32（14） 0（18） 0 ※100％ 

1256回 32 25 7 3 87.5 

【ニコニコ委員会】          宇津木 茂夫  委員 

 第 1258回(件数) 合 計 

ニ コ ニ コ    21件 ￥22,000 

●お客様 

◇鈴木正紀様 （川崎鷺沼RC） 

【本日はロータリー財団月間卓話に伺いました。また、日頃

よりロータリー財団へのご理解、ご協力ありがとうございます。】 

●会員 

◇大野勉会長【地区大会お疲れさまでした。女房に花、志村

会員七五三ありがとう。】 

◇木村良三会員【佐々木会員から王禅寺少年野球部へたくさ

んの飲物をいただきました。】 

◇青戸慶太幹事 ◇碓井美枝子会員 ◇宇津木茂夫会員 

◇梅澤馨会員 ◇円城寺広明会員 ◇親松明会員 

◇梶俊夫会員 ◇木村基会員 ◇黒木啓太郎会員 

◇佐々木範行会員 ◇佐藤達弥会員 ◇鈴木眞一会員 

◇鈴木豊成会員 ◇中山隆弘会員 ◇花輪孝一会員 

◇森茂則会員 ◇森啓伊会員 ◇蓬田忠会員 

     以上、ご協力ありがとうございました。 

【ロータリー財団委員会】       山下 俊也 委員長 

 第 1258回(件数) 合 計 

Ｒ .財団    7件 ￥21,000    

◇山下俊也会員【Ｒ財団月間です。皆様よろしく。】 

◇大野勉会長 ◇佐々木範行会員 ◇志村幸男会員 

◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 ご協力有難うございました。 

【米山記念奨学委員会】        佐藤 忠博 委員 

 1258回（件数） 合計 

米山記念奨学 6件 ¥14,000    

◇大野勉会長 ◇宇津木茂夫会員 ◇佐々木範行会員 

◇佐藤忠博会員 ◇鈴木眞一会員 ◇鈴木豊成会員 

    ご協力有難うございました。 

【親睦委員会報告】      木村 良三 委員長 

〈クリスマス家族会について〉 

12月21日(金)ホテルモリノにて 

18：00～ 例会  

18：30～ クリスマス家族会 

会費は変更させていただきました。 

詳細は来週お知らせいたします。 

【プログラム委員会報告】       

鈴木 眞一 委員長 

〈12月の予定〉  

７日：理事役員会、クラブ年次総会 

14日：竹尾光君の帰国報告 

21日：クリスマス家族会 

28日：休会 

【卓 話】 

地区ロータリー財団 補助金委員会委員長 鈴木 正紀 様 

〈クラブ経歴〉 

2002年度 川崎鷺沼ＲＣ 入会 

2006-2014年度 クラブ幹事３回 

2014-15年度 クラブ会長 

〈地区経歴〉 

2011～13年度まで    

地区ロータリー財団  国際親善委員会 委員 

2013～17年度まで    

地区ロータリー財団  奨学金・学友・ＶＴＴ委員会 

  委員、副委員長、委員長 

2017～ 地区ロータリー財団 補助金委員会（現）補助金委員長 
 

「昨年も同じ時期に百合ヶ丘 CCのほうで、卓話をさせていた

だきました。若い会員が多く、活気のあるクラブだと認識してお

ります。」 

〈以下、卓話レジメより流用〉 

 日頃より地区ロータリー財団への寄付を頂きありがとう

ございます。 

本日はＲ財団月間卓話として伺わせて頂きました。ロー

タリーにはいろいろな奉仕活動が多くありますがその中

でもＲ財団は難解と言われることが多いので、少しでも理

解して頂き今後の活動や寄付に役立てればと思います。 

（ロータリー財団の創設） 

 アーチＣクランフが 1917 年「世界で良いことをするた

めの基金」を提案したのが始まりです。実際の設立は 1928

年に「ロータリー財団」と命名されました。現在では世界

 

 

 



有数の財団として各地で教育や平和活動、人道的支援の基

盤を築いております。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（シエアシステムとは） 

 会員皆さんから預かった資金を年次基金とし 3 年後に

分配運用されます。3年間の理由とは今後の活用計画の時

間や運用益を出す時間となっております。 

今年の金子年度の「地区財団活動資金」ＤＤＦは箕田ガバ

ナー年度の資金が活用されております。年次基金には 2つ

の分岐があり 1つ目は「地区財団活動資金ＤＤＦ」と「国

際財団活動資金ＷＦ」へと 50％ずつ分かれます。この 50％

が再度「地区補助金」と「グローバル補助金」に分配され、

地域などで使い勝手がよい地区補助金はどうしても少額

となってしまいます。逆にグローバル補助金は 30,000 ㌦

以上の大型プロジェクトを行う事ができます。 

 この資金の流れも分かりづらいと言われるところかも

知れません。 

（奨学生プログラム） 

 奨学生の意義・・・当時は 2度の大戦により植民地の独

立戦争や東西冷戦の兆しがある中で誕生しました。平和の 

親善大使として奨学生派遣を行い草の根の民間交流を通

じて「社会制度や文化の相互理解を深め、無理解や無関心

から生じる誤解や偏見を無くし、二度と戦火を繰り返さな

いという国際ロータリーの決意」として誕生しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ポリオプラス） 

 ポリオとは脊髄の運動神経細胞がおかされ手足に麻痺

が残ってしまう病気です。日本では現在ありませんが、

1979 年にフィリピンでワクチン投与が始まったころは世

界各地で発生していました。ロータリー財団はじめ世界の

撲滅活動団体と協力しワクチン投与を行っている成果の

為、現在は 99％まで減少しています。現在はあと 2ヶ国と

なっていますが内乱・内戦のためいまだに撲滅には至って

いません。ロータリーが世界と約束した事業ですので皆さ

んのご協力をお願いします。 
 

 つたない卓話ではございますが、今後ともロータリー財

団へのご寄付を宜しくお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 
 

【四つのテスト】                   鈴木 眞一 会員 

【点  鐘】                      大野 勉 会長 

 

 

【 会 報 委 員 会 】  

文責：門間 亜砂子 委員    写真：鈴木 豊成 委員 

 

資金のシェア・システム

2015-16年度

年次基金
+

恒久基金収益（ＰＦ）

地区財団活動資金

ＤＤＦ 50％

2018-19年度予算

ＷＦ 50％

国際財団活動資金

 

この制度は、1947年当時、世界が過去30年ばかりの間に2度の世
界大戦を経験し、その傷跡の癒えぬ間に早くも旧植民地の独立戦
争や東西冷戦の兆しが現れる中で誕生しました。それは、平和の親
善大使として、奨学生の派遣と受け入れといった草の根の民間交
流を通じて、社会制度や文化への相互理解を深め、無理解や無関
心から生じる誤解や偏見を無くし、二度と戦禍を繰り返さない、とい
う国際ロータリーの決意であり、また、国際平和のリーダーシップを
担う人材育成の試みでありました。
以来、民間最大の奨学金制度として、41,000名以上の留学生を送
り出し、その卒業生のなかには数多の著名な専門家や芸術家を輩
出してまいりました。

国際親善奨学生プログラム設立の意義

国際親善プログラム ①

 

 

 

 

 
 

【野生株によるポリオ症例数】
掲載サイト：GPEIウェブサイト（英語） 2018年10月号

2018年
1月1日～

9月18日 2017年 2016年
常在国 パキスタン 4 8 20 

アフガニスタン 14 14 13 
ナイジェリア 0 0 4 

常在国以外 赤道ギニア 0 0 0 
イラク 0 0 0 
カメルーン 0 0 0 
シリア 0 0 0 
エチオピア 0 0 0 
ソマリア 0 0 0 
ケニア 0 0 0 

世界合計 18 22 37

有難うございました。 


