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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 

 

●本日のお弁当 
 
 大正館 

 

●本日のお客様 
 

地区ロータリー財団委員会 委員長 中村公彦様（名古屋名東ＲＣ） 

 
 
 

会 長 挨 拶  
 

皆さん、こんにちは。 

 今日は先週終わりました選挙についての話をしたいと思い

ます。我が日本国の衆議院議員を決める選挙がありましたけど

も、選挙期間中にマスコミの方で自民党の事を取り上げたのは

2 割ぐらいで、あとの 8 割ぐらいは民進党出身の希望の党、立憲

民主党、無所属の会、共産党などの事でした。まさに安倍首相を引きずり降ろそうという発

想がありまして、それでも自民党は過半数以上の票を取りました。今、2 週間目を迎えた時に、

旧民進党が希望の党、立憲民主党、無所属の会の 3 つに分かれまして、さらに大塚さん率い

る参議院の民進党が残るということで、おかしくないかなと思ってきております。我が 13 区

は残念ながら負けたのですけども、その対抗馬の方が以前は憲法改正反対、安保反対、全て

反対ということでしたが、希望の党になったものですから、安保賛成、憲法改正賛成にしま

しょうということであります。一体何が言いたいかと言いますと、この 3 つの政党は理念や

理想というものが全く感じられません。ロータリークラブは目的が明確ですから良いですが、

木村徳雄会長 



※十週連続出席率 100％の場合は記念品を差し上げます。 

我が日本の国会の先生方は何をやっているのかなということで、日本の政治は心配だなと思

っております。 

 食事が不味くなってしまったかもしれませんけども、たまには木村徳雄もこういうことを

話すのだなと憶えておいてもらえればと思います。 

 ありがとうございました。 
 

  幹 事 報 告  
 

 幹事報告をさせて頂きます。 

・ 他クラブの例会変更はございません。 

・ ロータリーレートの変更でございます。現行の 1 ドル 112

円が 114 円になりますので、よろしくお願い致します。 

・ ガバナー事務所より、ガバナーノミニー（2020-21 年度ガバ

ナー）候補選出の報告が届いております。 

・ 2 週に亘りました赤い羽根共同募金へのご協力ありがとうございました。残念ながら目標

額には少し足りませんでしたので、クラブより負担致しまして寄付をさせていただきます。 

・ 本日の例会終了後に 201 号室にて第 5 回の理事会を開催致します。関係の皆様はよろしく

お願い致します。 

 
 

  委 員 会 報 告  
 

＜出席奨励委員会＞ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜ニコボックス委員会＞ 

地区ロータリー財団委員会 委員長 中村公彦様  卓話でお邪魔します。 

角谷 信二君  １０月２８日（土）石川鋼逸君にトランプで遊んで頂きました。ありがと

う。 

山中 寛三君  長い間、肺炎で欠席していました。 

鈴木 並生君  本日の卓話の講師、地区ロータリー財団委員長 中村公彦様を紹介致します。 

竹中  誠君  去る１０月２８日（土）に、公益財団法人オイスカ愛知県支部創立５０周

年式典が豊田市勘八の中部研修センターにて挙行されました。ご多忙の中

を神野ガバナー、禰冝田市長、石川市議会議長、石井県議各氏のご出席に

感謝致します。 

新美 雅浩君  結婚３０年を迎えてしまいました。そこで一句。「三十年 空気のように 連

 総会員数 68 名 (内出席免除者 16 名の内出席者 11 名)出席者 54 名 

 出席対象者 54／63 名   出 席 率    85.71％ 

 欠席者 14 名(病欠者 0 名)   前々回修正出席率 100％ 

角谷信二幹事 



れ合えば 感謝の気持ち 真珠に重ねて」という訳で出費が重なりました。 

杉浦 保子君  主人の忍耐のおかげで、おいしいケーキがいただけます。感謝です！！ 

 

＜親睦活動委員会＞ 

会員誕生日 

１５日 杉浦 邦彦君   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  １５日 苅谷 賢治君の奥様  益子様 

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  ５９年   ５日 杉浦 保子君・義己様  ３９年 

 ８日 新美 雅浩君・美由紀様 ３０年  １２日 角谷  修君・由美様  ２１年 

１９日 山口  健君・由里子様 ２４年 

 

入会記念日 

４日 植松 敏樹君 

 ９日 鈴木 基由君 

 
 

ク ラ ブ フ ォ ー ラ ム  
 

「ロータリー財団 次の１００年に向けて」 

地区ロータリー財団委員会 委員長 中村公彦様 

 

 皆さん、こんにちは。只今、ご紹介を頂きました地区ロータ

リー財団委員会の委員長を拝命しております中村公彦と申しま

す。本日は例会の貴重なお時間をいただき、卓話させていただきますこと感謝申し上げます。

また、ロータリー財団は昨年度財団 100 周年の折に当地区での多くのクラブの皆様にご賛同

いただき、大きな寄付目標を掲げ、それが達成されましたことも併せて感謝申し上げます。

多くの浄財は皆様方が 3 年後に人道的奉仕をする計画を実行するための原資としてお預かり

する「シェアシステム」となっておりますので、貴クラブで優先できる事業を早めに計画を

立てられ、是非実行していただきたいと考えております。 

 まずは、ロータリー財団がどんな組織なのかを改めて話をさせていただきます。私が所属

しているロータリー財団委員会には総勢 61 名のメンバーがおります。ロータリー財団委員会

というのは、財団委員会の中に委員長と 3 人の副委員長と会計長の 5 人で構成されておりま

す。それから、資金管理委員会がありまして、ここは内部監査をするような委員会になりま

す。資金推進委員会は、クラブさんからの貴重なご浄財をコントロールしている委員会にな

中村公彦様 



ります。補助金委員会は、グローバル補助金や地区補助金の申請をされた書類についてアド

バイスをさせていただく、正しく報告書が出されているかの確認を行っております。ポリオ・

プラス／VTT 委員会は、ポリオを撲滅するための活動、人を派遣してその派遣した事業に対

してグローバル補助金を使って色々な形で支援をするという事業に携わっている委員会にな

ります。奨学基金・平和フェローシップ委員会は、海外の大学院で重点 6 分野について学び

たい方が、グローバル補助金を利用した奨学生となって留学できるよう、支援をしておりま

す。また、研究実績のある方が、海外にある「ロータリー平和センター」のパートナー大学

で、平和と紛争解決についてさらに研究を深める「平和フェロー」となれるよう、支援をし

ております。 

 ロータリー財団は 101 年目を迎え、どうあるべきだろうかということで、 

  ① ロータリー財団はポリオ撲滅の約束を果たす 

  ② 年次基金と恒久基金への理解を深める 

  ③ ロータリーファミリーの活動を支援する 

  ④ MY ROTARY への認識及び登録を促す 

であります。 

 ロータリー財団は 101 年目を迎え、新たなところに来ております。お金を集めることが財

団の目的ではなく、世界でよいことをするための貯金です。今年は、年次基金寄付の 1 人当

たり 150 ドルとポリオ撲滅のための 1 人当たり 30 ドルが当地区支援目標額です。世界約 120

万人のメンバーが多くの助けを必要としている人を笑顔にすることがロータリアンの使命で

はないかなと思います。 

 ご清聴ありがとうございました。 

 

 

 

次回例会案内 
 

平成２９年１１月１５日（水） 

卓話「イセタンセントレアストア ファッショントレンド・着こなしに

ついて」 

イセタン セントレアストア 店長 橋川 順氏 


