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２０１７～２０１８年度 スローガン 

「 温故知新 - 先人に学びロータリーを楽しもう 」 

 
第１４回 （通算１６５０回） ２０１７年１１月２１日 

◆◇◆ 本日の例会  ◆◇◆ 
〈１〉 開会点鐘・会長挨拶 〈７〉 メークアップ報告 

〈２〉 

〈３〉 

ロータリーソング 「それでこそロータリー」 

季節の歌 「もみじ」 

〈８〉 

〈９〉 

委員会報告 

ニコニコ BOX 報告 

〈４〉 

〈５〉 

ビジター紹介 

出席状況報告 

〈10〉 

 

閉会点鐘 

 

〈６〉 

 

10 月度ニコニコ大賞 小林会員 

今月の皆出席表彰（今月対象者なし） 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

    

    

    

    

 
 

 

 
 
 

2017～2018 年度 国際ロータリーテーマ 「 ロータリー ： 変化をもたらす 」   

WWWeeeeeekkklllyyy   RRReeepppooorrrttt  

 

本日の卓話 「ローターアクト～49 年の軌跡と未来への一歩」 

地区ローターアクト広報委員長  林 将基 様 

地区ローターアクト広報委員 :河村一輝 様 

 

次週の卓話 〈11/28〉 「イニシエーション・スピーチ」 

                                   安田 順一会員 

 

◆◇◆ 本日の卓話  ◆◇◆ 



◆◇◆ 先週の例会記録 ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
◆◇◆ 幹 事 報 告 ◆◇◆ 

① ガバナー事務所より、コーディネーターニュ

ース 11 号が届いております。ご興味のある

方は事務局までご連絡下さい。 

② 比国育英会バギオ基金より、バギオだより第

63 号が届いております。ご興味のある方は

事務局までご連絡下さい。 

③ ガバナー事務所より、来年開催される地区

大会のご案内が届いております。 

④ 国際ロータリー事務局より 12/10 に開催さ

れますロータリーフェローズ東京春季例会の

ご案内が松林会員宛に届いております。 

 

第５回理事役員会議事録 

11 月 7 日 11：00 より B1「弥生」にて第 5 回理

事役員会を開催しました。審議内容は下記です。  

出席/白石、松林、榛村、渡辺、古内、小林、萱

森、富永、花形、杉本、橋本   （以上 11 名） 

1. 10 月度会計報告に関して 

榛村会計より報告がありました。 

2. 10 月度日程と卓話スケジュールについて 

1/23 の卓話は卓話予定者のスケジュール

によっては変更がございます。 

3. 家族親睦忘年会に関して 

〇会費は会員 2 万 5 千円、御夫人、ご家族、ご

友人は 1 万円、お子様に関しては去年と同額。

〇食事内容は和洋折衷の前菜、メイン、デザー

トビッフェの内容でホテルと交渉致します。 

〇プレゼントはクラブで準備する事となりました。 

4. 2020 年オリンピックに際し、ホテルの休館依

頼（2020 年 7/19-8/13 の期間）は移動例

会、前田会員の新東京会館をお借りして開

催予定です。 

5. クラブ年次総会に関して 

変更はありませんでした。 

6. その他 

松林副会長より、日台ロータリー親善会議の

滞在スケジュールを確定後、会員の皆様に

ご案内する予定です。 

 

会長ノミニー推薦指名委員会議事録 

11 月 7 日（火）12：00～B1「弥生」にて開催、下

記議案につき審議し承認された。 

出席者/白石、古川、富永、松林、萱森、鈴木、

川松、安田、齋藤、橋本  以上 10 名（敬称略） 

【議案】 

2019-20 年度会長ノミニー推薦指名の件 

白石会長より 2019-20 年度会長に萱森由美会

員を推薦し、満場一致で可決された。 

萱森由美会員もこれを受諾した。 

以上の通り報告します。 書記/幹事：橋本国彦 

 

クラブ諮問委員会議事録 

11 月 1 日（火）12：15～B1「弥生」にて開催、上

記議案につき審議し承認された。  

出席者/白石、小林、原田、前田、古内、渡辺、

古川、富永、橋本     以上 9 名（敬称略） 

白石会長より会長ノミニー推薦指名委員会にて

萱森由美会員を推薦し受諾されたことを報告、

諮問委員会で満場一致で可決された。 

以上の通り報告します。 書記/幹事：橋本国彦 

 

◆◇◆ ニコニコ BOX 報告 ◆◇◆ 

原田会員：①結婚記念日のお花②妻誕生日の

お花、ありがとうございました。 

小林会員：水野地区ロータリー財団委員長の卓

話を楽しみにしています。 

川松会員：諸事にまぎれて欠席が続き、遅くなり

ました。お誕生日のお花をありがとうご

ざいました。 

渡辺会員：阿佐ヶ谷ジャズストリート無事終了しま

した。協賛ありがとうございました。 

白石会員：水野パストガバナーようこそ。卓話宜

しくお願いいたします。 

 

 

 

 

2017 年 11 月 7 日 第 13 回 （通算 1649 回） 

開会点鐘 白石会長   B1 「白鳳の間」 

＊ビジター紹介 2名 坂本厚子様（高松北RC）/

萩生田富司喜様（東京新都心 RC） 

＊ゲスト紹介 1 名 水野正人様（卓話講師・地

区ロータリー財団委員長・東京 RC） 

 出席 22 名  欠席 13 名  （免除者 2 名） 

 出席率 66.66 % 補正出席率（10/7） 87.87% 

今週の合計 5 件 

今期の累計 

38,000 円 

495,004 円 

 



◆◇◆  先 週 の 卓 話  ◆◇◆ 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                       

 

 

 

「ロータリー財団月間に因み」 

地区ロータリー財団委員長  水野正人氏 

 

本日はロータリー財団についてお話をさせて頂き

ます。ロータリーは奉仕団体です。しかし世界に

余多ある奉仕団体の中で職業奉仕を謳っている

のはロータリーだけです。ポール・ハリスは高潔で

職業道徳・倫理観を持って自らの生業に努める

事を職業奉仕としました。 

1917 年 RI 会長アーチ・クランフは「世界でよいこ

とをしよう」とロータリー財団を設立し昨年度で丁

度 100 周年を祝いました。財団の最初の奉仕プ

ログラムは奨学制度でした。 

さて、奉仕には二つ種類があります。自らの身体

と時間を使っての奉仕活動と各種奉仕の資金提

供すなわち寄付です。ロータリー財団は会員から

の寄付金を世界で最大効果を発揮できるような

仕組みになっています。 

国際ロータリーは世界のロータリーをしっかりガバ

ナンスする機構です。人頭分担金として一人当

たり約６千円を頂き 120 万人会員で約 70～80

億円、それに国際大会登録料などを加えた約

90～100 億で運営されています。それに対してロ

ータリー財団は世界中の会員から平均一人当た

り 1.6 万円のご寄付を頂き 120 万人で約 200 億

円、ロータリーのポリオ撲滅に共感したビル・ゲイ

ツから毎年約 70 億円の寄付がありトータル約

270 億円で多くの奉仕活動をしています。RI が約

100億円に対し、財団が270億円ですからロータ

リーの財団活動がロータリーの奉仕活動を動かし

ているかがおわかり頂けるかと思います。 

さて、財団のプログラムは①ポリオ撲滅。②ロータ

リー平和フェローシップ。③補助金プログラムの三

つです。 

① ポリオ撲滅はまだ終わった訳ではなく資金確

保が必要です。 

② 「ロータリー平和フェローシップ」は平和の推

進者を育成する奨学金制度です。日本では

国際基督教大学で学びます。 

③ 私たちのクラブが奉仕活動を行う補助金プロ

グラムです。 

３年前の寄付の約半分が地区に返ってくる「補助

金」は、「地区補助金」と「グローバル補助金」の 2

種類に分かれます。どちらも「人道的プロジェクト」

と「奨学金」に使用可能です。 

「地区補助金」は約 1,000 万円で「人道的プロジ

ェクト」は、私たちクラブが主体となり、単独で一年

で完了する小規模な奉仕活動です。プロジェクト

総額の 8 割かつ最大４０万円まで補助されます。 

グローバル補助金の「人道的プロジェクト」は、実

施国と援助国のクラブが協力して行う総額 300

万円以上の大規模な奉仕活動です。 

 

昨年度の上山ガバナーの寄付目標は一人当たり

2 万 3 千円でしたが、東京セントラルパークロータ

リークラブからは年次基金$4,906、ポリオプラス

基金に$900、恒久基金に$1,592、総額$7,398、

会員一人当たり$264 のご寄付を頂いたことにお

礼を申し上げます。 

今年度、吉田雅俊ガバナーの目標は一人当たり

230 ドルでございますので、昨年同様、色々な形

でのご協力頂きたく宜しくお願い致します。 

個人、法人からのご寄付には税制上の優遇措置

があり、税額控除の場合、寄付総額の約 40％が

控除されます。寄付控除には確定申告が必要で

すが、23,000 円の寄付で実質負担は 14,600 円

です。 

 

今年 6 月には国際大会が 100 年前に財団が設

立されたアトランタで開催され、財団 100 周年記

念をお祝いしました。 

ロータリー財団の意義をご理解頂き寄付にご協

力をお願い申し上げます。 

                             

 

 

 

 



◆◇◆  先 週 の 例 会 か ら ◆◇◆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

高松北 RC よりお越しの坂本様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11 月のお誕生日・結婚記念日の皆さん 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

メジャードナーとなった松林会員へロータリー財団 

からの記念の盾、バッジが水野地区ロータリー 

財団委員長より授与された 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
―事務局からのお知らせとお願いー 

＊ 例会欠席の場合は、前日までに事務局に

ご連絡下さい。 

10 月の皆出席 

阿部会員/大橋会員/河東会員/萱森会員/

小林会員/齋藤会員/佐野会員/白石会員/

榛村会員/杉本会員/鈴木会員/富永会員/

中山会員/橋本会員/古内会員/前田会員/

牧野会員/松林会員/安田会員/渡辺会員/ 

           （以上 20 名） 

※ 誤りがございましたら お申し出下さい。 

季 節 の 歌 

「もみじ」 

作詞：高野辰之  作曲：岡野貞一 

 

秋の夕日に照る山紅葉(やまもみじ)、 

濃(こ)いも薄いも数ある中に、 

松をいろどる楓(かえで)や蔦(つた)は、 

山のふもとの裾模様(すそもよう) 

 

渓(たに)の流(ながれ)に散り浮く紅葉、 

波にゆられて離れて寄って、 

赤や黄色の色様々に、 

水の上にも織る錦 

例会日  毎週火曜日 12：30～13：30   

例会場  ハイアットリージェンシー東京 

会 長  白石 正  副会長  松林 茂 

幹 事  橋本 国彦 会報委員長  阿部 亮介 

事務局  〒166-0004   

東京都杉並区阿佐ヶ谷南 1-34-6 新東京会館 

TEL（03）3312-4959  FAX（03）3312-4958   

E-mail: info@tokyocentralpark-rc.com 

http://www.tokyocentralpark-rc.com/ 


