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●斉	 	 唱 
 
国歌「君が代」 
ロータリーソング「奉仕の理想」 
  
●四つのテスト唱和 
 
●本日のメニュー  
	 和風弁当	 大正館 
 
●本日のお客様  
	 IM実行委員長	 	 小池	 孝様（西尾一色 RC） 
	 IM実行副委員長	 都築	 勇一様（西尾一色 RC） 
	 ロータリー財団奨学基金学友平和フェローシップ委員会委員長	 小島哲夫様（豊田中 RC） 
   
	 I M 実 行 委 員 長 挨 拶  
 
	 本日の貴重な時間を拝借致しまして、恐縮でございます。 
	 本年度から「一色 RC」から「西尾一色 RC」へ衣替えを致し
ました西尾一色 RCから参りました、小池孝と申します。都築
君と共に参りました。本日二人で参りましたのは、本年度の IM
のホストであるので、PRを兼ねてお邪魔を致しました。どうか
よろしくお願い致します。 
	 私どものクラブは、日頃から碧南 RC さんには色々お世話になっております。地区協議会
のホストの際には大変お力添えを頂き、ホストを無事に終えられましたので、深く感謝して

おります。本当にありがとうございました。 
	 本年度の IMの開催についてですが、平成２６年２月１５日（土）でございます。会場は、
ホテルグランドティアラ安城でございます。当日の講演の講師には、女優の司葉子様に来て
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頂けるよう、予定をしております。東宝の看板女優として有名になられた方でございます。

女優の他にも、日本大正村の村長に就任など、東京福祉大学の特認教授に就任されるなど、

多方面でご活躍されております。ロータリーに関しては、第２７５０地区の東京恵比寿 RC
に所属されておりまして、２０００年から２００１年度のクラブ会長をやられました。その

後、地区のアドバイザーをされております。広く活躍をされております。IMのテーマにのっ
とった興味あるお話を頂けるのでは、と思っております。 
	 私どもクラブは、分区内でも 小人数のクラブでございますが、新生「西尾一色 RC」とし
て会員全員がホストとして、皆様方のお越しをお待ち申し上げておりますので、ご参加頂け

ますようお願い申し上げます。 
	 どうかくれぐれもよろしくお願い致します。本日はありがとうございました。 
   
	 	 会 長 挨 拶  
 
	 昨日の日めくりに、炉開き、亥の子餅と書いてありました。 
	 炉開きとは「禅寺で防寒のため、毎年１１月１日から室内の

炉を開く事。」と愛想のない説明もありました。 
	 お茶の世界では、 
【風炉の使用をやめて炉を使い始める事。開炉ともいう。 
炉を開き、初夏に摘んで寝かせていた新茶を初めて使う「口切」が行われるため「茶人の賞

月」と呼ばれる。 
普通、陰暦亥の月の初亥の日（２０１３年は１１月５日）に開くとされる。中国から伝わり、

平安時代に宮中行事となった「玄猪（げんちょ）」という儀式に由来するといわれ、陰暦十月

上亥の日に餅を食すと万病が避けられるという事で、その餅を亥の子餅といい、また猪は子

をたくさん産むことから子孫繁栄を祝うものとされた。】 
とWikipedia にあります。京都の和菓子屋ではいろいろな亥の子餅が並ぶそうです。 
	 個人的には餅より、おでんを肴に熱燗がいいのですが、いよいよ寒くなってまいります。

皆様にはご自愛頂きますようお祈り申し上げます。 
 

	 	 幹 事 報 告  
 
	 本日は３点ほどございます。	 

・	 例会変更等は幹事報告書の通りでございますので、ご一読を

よろしくお願い致します。	 

・	 ガバナー事務所より、１１月２日からワールドフードふれ愛

フェスタに対するお礼がきております。盛況に終えたという事でございます。チケットの

購入枚数が地区で４,６３５枚でした。西三河分区では４００枚という事になっておりま

す。ご協力ありがとうございました。	 

・	 本日、第５回理事会を例会終了後、２０１号室で開催致します。役員、理事の方はお集り

頂きますようお願い致します。	 

 

岡本明弘幹事 



※三週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。  
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＜出席奨励委員会＞  

 
 
 
 
 
 

 
 
＜ニコボックス委員会＞ 
IM 実行委員長	 小池	 孝様 IM実行副委員長	 都築勇一様よりたくさん頂きました。 
小島	 哲夫様 (豊田中 RC)  初めての財団卓話です。役不足ですいませんが宜しくお

願いします。 
加藤	 良邦君 過日１１月３日秋季大祭お陰様にて天候に恵まれ無事に終える事が出来

ました。有難う御座いました。 
鈴木	 並生君 １１月１日商工会議所臨時総会に於いて、副会頭に就任しました。宜しく

お願い致します。 
平岩統一郎君 １１月１日の碧南商工会議所臨時総会で、会頭に再任されました。３年間

宜しくお願いします。 
小笠原良治君 １１月１９日衣浦グランドホテル改装謝恩パーティーで姪夫婦が「情熱に

彩られたフラメンコショー」でお世話になります。会員の皆様もよかった

らどうぞ！！べっぴんさんは私と同様はずかしがりやの様でなかなか顔

見せができませんがもう少し待って下さい。 
  今日も足が有りましたので参加できました。機会があれば又出席しますの

でよろしく。キリンだけではなく、小笠原も忘れずにお願い致します。 
石橋	 嘉彦君 １１月１日碧南商工会議所臨時議員総会に於いて、第２２期の副会頭に選

任されました。一生懸命努めさせていただきます。 
山中	 寛紀君 少し良いことがありました。 
 
＜親睦活動委員会＞ 
会員誕生日 
２０日	 森田	 英治君	 	 ２７日	 奥田	 雪雄君	 	 ２９日	 竹中	 	 誠君	 

	 

奥様誕生日	 

	 ３日	 石川	 春久君の奥様	 	 美鈴様	 	 １７日	 菅原	 	 優君の奥様	 	 恵子様	 

２０日	 木村	 徳雄君の奥様	 小百合様	 	 ２８日	 角谷	 	 修君の奥様	 	 由美様	 

	 

結婚記念日	 

	 ２日	 森田	 英治君・明美様	 	 ５５年	 	 	 ３日	 寺尾	 正史君・広美様	 	 ２４年	 

	 総会員数 66名 (内出席免除者 9名の内出席者 7名)出席者 60名 

	 出席対象者	 60／64名 	 	 出	 席	 率	 	 	 	 93.75％ 

	 欠席者 6名(病欠者 0名) 	 	 前々回修正出席率	 93.94％ 



	 ３日	 斉藤	 収男君・晴美様	 	 ２７年	 	 	 ５日	 木村	 克美君・由利子様	 ４５年	 

	 ５日	 杉浦	 保子君・義己様	 	 ３５年	 	 	 ８日	 新美	 雅浩君・美由紀様	 ２６年	 

１２日	 角谷	 	 修君・由美様	 	 １７年	 

	 

入会記念日 
	 ２日	 中根	 佑治君	 	 ４日	 植松	 敏樹君	 	 ７日	 渡辺君	 

	 

	   
 ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 
「ロータリー財団委員会」	 

ロータリー財団奨学基金学友平和フェローシップ委員会

委員長	 小島哲夫様	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 豊田中 RC から出向させて頂いております、ロータリー財団奨学基金・学友・平和フェロ
ーシップ委員会の委員長を務めさせて頂いております、小島哲夫と申します。お金がどのよ

うな事に使われているか分かりにくい、というお言葉を頂く事があります。その辺りを本日

はお話させて頂こうと思います。 
	 財団の卓話のテーマというのが、「世界で良いことをしよう（Doing good in the world）」
となっております。本日は、「ロータリー財団の基礎説明」、「地区ロータリー財団委員会の役

割」、「地区補助金について」、「グローバル補助金について」の内容でお話させて頂きます。 
 
	 まずは、「ロータリー財団の基礎説明」についてです。用語について分かりにくいものが多々

あります。頻繁に出てくる用語で、DDF（地区財団活動資金）と WF（国際財団活動資金）
があります。DDFは、年次寄付の５０％が３年後の DDFとなる。地区が使途決定に決定権
を持っています。WF は、年次寄付の５０％が３年後の WF に充てられる。国際ロータリー
財団管理委員会がその使途を決定します。正確には、年次寄付基金と恒久基金の利息などの

収益金になります。 
	 基金の種類についてです。年次寄付基金、恒久基金、使途指定寄付基金があります。年次

寄付基金は、財団に毎年行う使途を指定しない一般寄付です。３年後に使われる短期の活動

資金です。１,０００ドルに達したとき、ポールハリスフェローに認証されます。恒久基金は、
基金の元金は使わず、その収益を財団プログラムに活用する長期の活動資金です。使途指定

寄付基金は、あらかじめ使い道を決めて行う寄付で、ポリオ・プラスへの寄付や、承認済の

マッチング・グランドやグローバル補助金への拠出金、災害復興のために開設された特別な

小島哲夫様 






口座への寄付など、使途が指定された寄付の事です。 
	 個人からの寄付の認証として、ベネファクターや、ポールハリスフェローなど７種類の認

証がございます。日本では寄付に対してそんなには確立されていないかと思いますが、海外

では寄付というのはステータスになっております。 
	 以前は、「毎年あなたも１００ドルを」という標語がございましたが、今では「EVERY 
ROTARIAN EVERY YEAR」というなり、地区の努力目標として一人当たり１５,０００円
となっております。 
 
	 次に、「地区ロータリー財団委員会の役割」についてです。 
	 よく、「シェアシステム」とは何かと聞かれます。クラブより寄付された寄付金を地区財団

委員会がまとめ、RIのロータリー財団に預託します。寄付年度から３年過ぎると、地区の活
動資金として規定の割合額が利用できるようになる事です。 
	 田中年度の補助金財源ですが、田嶋 G の年次寄付と恒久基金の利息１００％が、DDF と
WFの半分に分けられます。DDFのうち、地区補助金とグローバル補助金とに半分に分けら
れます。ややこしいのですが、まとめると地区で財源の７５％は使えます。残りの２５％は

パッケージグランドなどに使われます。 
	 続きまして、地区ロータリー財団の組織についてです。財団の中にはたくさんの委員会が

ございます。資金を集める資金推進委員会、補助金を分ける補助金委員会、事業を行う職業

研修チーム委員会、ポリオ・プラス委員会、奨学基金・学友・平和・フェローシップ委員会

などがございます。これらの組織で運営をしております。 
 
	 そして、「地区補助金について」です。海外や地元を問わず、比較的小さな教育的活動や人

道的活動を支援するための補助金です。今年度は、８２クラブ中５２クラブが申請しており

ます。補助金総額が、１８３,１９２ドルです。青少年育成事業をはじめ、多くの事業に使わ
れております。 
	 補助金が使われた事業例として、津島 RC さんで宇宙飛行士の山崎直子さんを講師として
お招きしたり、名古屋北 RC さんで児童養護施設の子と共同森林施業体験での一日親子学習
を開いたり、多くのクラブさんで事業を行われております。ルールにのっとった事業であれ

ば、プログラムも通りますので、よろしくお願い致します。自分達で出したお金ですので、

自分達で使うのは当然の権利ですので、いい計画がございましたら出して頂きたいと思いま

す。 
 
	 後に、「グローバル補助金について」です。地区の方で勝手に使う事はできません。海外

での事業に対して、ロータリー財団が決定を出すので、私どもも決定権がございません。 
	 主な奉仕活動は、VTT（職業研修）、奨学生、人道的・教育的奉仕活動があります。 
	 特徴として、６つの重点分野にあてはまる事業、３万ドル以上の事業（高額・大規模な奉

仕活動）、持続可能で測定可能な事業が必要要件、地区申請は１年間１０件まで随時申請可、

です。 



	 ６つの重点分野というは、以下の通りです。 
１、平和と紛争予防／紛争解決 
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向上 
６、経済と地域社会の発展 
	 奨学生もございます。６つの重点分野を先攻する大学院生に対する奨学金でございます。

私の専門分野でもあるのですが、周りで留学したいという方がいらっしゃいましたら、承認

をもらえるように努力致しますので、お声をかけて頂きたいと思います。ロータリアンの家

族などは対象ではないので、その点をお願い致します。 
	 また、職業研修チーム（VTT）も行っております。海外で技術を学んだり、または現地の
人々を指導したりする為、複数の専門職業人からなる職業研修チームを派遣します。 
	 ポリオ撲滅活動も永遠の課題ですので、それらも行っております。 
 
	 後の補足になりますが、ロータリーカードという物がございます。ロータリーのクレジ

ットカードプログラムで、カード利用金額の０.３％（ビジネスカードは０.５％）が財団に自
動的に寄付されます。ゴールド会員の場合、年会費１０,５００円のうち３,０００円が寄付さ
れます。２０００年以降８６０万ドルが財団に寄付されました。 
	 ロータリー財団の使命として、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、貧困を救済する事を通じて、世界理解、親善、平和を達成できるようにする事がロ

ータリー財団の使命であります。 
	 本日はどうもありがとうございました。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

次回例会案内	 
	 

平成２５年１１月１３日（水）	 

テーマ：青少年交流について	 

担当者：青少年交換委員会	 黒田勝基様（高浜 RC）	 
	 

平成２５年１１月２０日（水）	  
テーマ：フルートカルテットの愉しみ  
担当者：フルートカルテット  
鳥居悦子様、福井真由美様、江坂美穂様、川角ちひろ様	 


