
２０１３年１１月６日　第２１２５回例会　VOL. ４５　No. １７

■司　　会　副 SAA  市川　慎二

■開会点鐘　会　　長　安藤　公一

■斉　　唱　君が代、奉仕の理想

　　　ＳＬ　市川　慎二

■出席報告

　 
■本日の欠席者
佐藤、鈴木、増田、斎藤、二宮（麻）

■他クラブ出席者
佐藤（横浜鶴峰 RC）、増田（東京新橋 RC）、

後藤、青木（地区）

■ 11 月誕生記念祝

安藤　公一会員　　　11.4

青木　邦弘会員　　　11.21

■米山功労者

新川　　尚会員

福村　　正会員

■会長報告
　２週間ぶりの例会ですが、かなり久しぶり

の感じがします。２週間前はダブル台風に気

を揉んでいたのが嘘のような秋らしい陽気が

続いています。朝晩は随分と冷え込んで参り

ました。そろそろインフルエンザの予防注射

を受けておこうかと思っています。

　11 月３日にプロ野球では楽天ゴールデン

イーグルスが日本一となりました。奇しくも

大震災の３月 11 日をひっくり返した日付と

なったわけです。この日本一は、復興に取り

組まれている東北地方の被災者の方々に大き

な勇気を与えたものと思います。我々も災害

本日の出席率　82.14％

本日の出席数    23 名会  員  数 　 　  35 名

修正出席率   　100％
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復興委員会のリードの下、復興を支援する活

動を続けています。更に力を入れて取り組ん

で行きたいと考えています。

　その活動の一環として来年１月 12 日㈰に第

３回チャリティーロックコンサートを計画し

ており、第１回の打合せを千葉社会奉仕委員

長、福村さん、新川さんを中心に 11 月１日㈮

に開催しました。あと２ヶ月です。皆様のご

協力をお願い致します。

　今月は、ロータリー財団月間です。今日は

新川さんから大幅な変革を進めている財団の

お話を頂けます。皆さん良く聞いて理解を深

めてください。

　当初のプログラム上ではクラブ協議会と

なっておりましたが、これは間違いでした。

お詫びして訂正申し上げます。

○地区関係

１）11 月１日㈮の雑誌委員長会議への安藤達

雄会員のご参加お疲れ様でした。

２）11 月２日㈯に交換留学生オリエンテー

ションが開催されました。後藤さん、青木さ

んご参加ありがとうございました。

３）11 月 15 日㈮クラブ奉仕委員長会議が開

催されます。新川さん宜しくお願いします。

また、同日夜に会長幹事会が予定されていま

すので、会長幹事で出席して参ります。

４）米山奨学生・学友年末パーティーの案内

が来ております。11 月 24 日㈰ 18 時よりキャ

メロットジャパンで開催されます。申込締め

切りは 11 月 18 日ですのでご興味のある方は

福村幹事までお申し付け下さい。

５）地区大会参加に対するお礼を市川ガバナー

より頂きました。

６）２月の RYLA 開催案内が届いていますので、

回覧致します。

○クラブ関係

１）吉野さんが肋骨を骨折されたとのお話を

伺いました。治療の期間は例会をお休みされ

るとのご報告を頂いております。一日も早い

完治をお祈り申し上げます。

２）ラグビー早明戦（国立競技場）12 月１日

㈰ 14 時を一緒に観にいきませんか？ご興味

のある方は、今月中に安藤公一までご連絡下

さい。バックスタンド A 指定席￥2,500 を押

さえています。あと３枚ほど余裕があります。

試合終了後ユーミン ( 松任谷由美 ) がノーサ

イドを歌いに来ることが決まりました。

３）本日、夕方 18:30 より理事役員会を事務

所で開催します。

４）国際親善奨学生の島田彩子さんからのレ

ポートを頂きましたので、回覧しておきます。

５）先々週卓話を頂いた渡辺一雄様よりお礼

のハガキを頂きました。、回覧しておきます。

６）明日は AKS 会ゴルフコンペです。ご参加

の皆様の奮闘をお祈りします。

■幹事報告
例会変更のお知らせ

○横浜瀬谷ロータリークラ

日時　11 月 29 日㈮夜間例会

　　　点鐘 18:30

場所　あいしま食事センター

○神奈川ロータリークラブ

日時　11 月４日㈪定款により休会

日時　11 月 18 日㈪夜間例会　点鐘 18:30

　　　2,500 回記念例会

場所　崎陽軒本店

日時　12 月 16 日㈪→ 18 日㈬夜間移動例会

　　　点鐘　18:30　クリスマス家族会

場所　ベイシェラトンホテル＆タワーズ

日時　12 月 23 日㈪定款により休会

日時　12 月 30 日㈪休会

■雑誌委員長会議報告　　　 　　安藤　達雄

日時　11 月１日㈮ 15 時～ 17 時

場所　メモワールプラザ　ソシア 21

　ロータリーの友地区代表委員、桑原薫さん

が開会の辞で

１）ロータリーの友７月号に松宮 RI 理事が「例

会の回数を少なくしようという提案が否決さ

れたが、次回同じ提案がなされた場合、必ず

しも否決されるかどうか分らない。例会に出

席するよりも奉仕事業に参加する方が大切で

はないか。ロータリーも変革の時期に入って

いることは間違いない」

２）奉仕の理想が 1911 年に奉仕の理念に変
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わった。とのことでした。

　2590 地区８分区ありますが、分区毎にテー

ブルミーティング、雑誌のことは棚上げで意

外でした。

　テーマは「会員増強に貢献しよう」で、RC

に入りたいと思うような魂をゆさぶるような

イメージを短い言葉であらわせる言葉を討議

して各ガバナー補佐に発表して頂きたいとい

うことになりまして、各分区毎に討議しまし

て発表があったのですが、参考になったもの

だけお知らせいたします。

入会メリットとして

①異業種の人との交流ができますよ

②会社の顧問が会員の数だけいますよ

③自分を鍛えられるよ

クラブの活動として

④地区補助金を使って奉仕活動を行い認知度

を高める

⑤奉仕活動の経歴をパンフレットにして配布

する

⑥体験例会にお誘いして後のフォローがなさ

れていないので、もっと積極的にフォローす

るようにしたい

　等々参考になることが多々ありました。

■区民まつり収支報告　　　　　　　　　　
東日本大震災復興支援委員会　　 関口　友宏

○旭ふれあい区民まつりの収支

売上　米 300 個　　　　　150,000 円

　　　麺 100 個　　　　　 50,000 円

　　　募金　　　　　　　　2,700 円

　　　合計              202,700 円の収入

　支払を済ませた残金 12,700 円は、年末のク

ラブでの募金とチャリティーコンサートでの

募金を合わせ、義援金と致します。

■社会奉仕委員会　　　　　　　 千葉　和裕

　11 月１日㈮ 18：30、クラブ事務所にて委員

会を開催。

議題 :1/12 に開催される第３回チャリティー

　　　コンサートの打合せ

・進行の割り振り

・必要経費、予算

・災害復興支援委員会への協力要請

　
　

　
　

　

　　　　
■ニコニコ box( 会員敬称略 )

安藤　公一／①誕生日のお祝いを頂きありが

とうございます。②楽天の日本一を祝して。

③新川さん財団の話、宜しくお願いします。

福村　　正／①来たる 18 日夜テレビ朝日のタ

ケシの TV タックルという番組で有床診療所の

現状として左近山中央診療所が紹介される予

定です。②新川さん、卓話宜しくお願いします。

③千葉さん、理事長杯優勝おめでとうござい

ます。

漆原恵利子／①兄の通夜、告別式には皆様に

おいで頂きありがとうございました。今後共

相変わらずよろしくお願い致します。②お誕

生日にきれいなお花をありがとうございまし

た。

綿貫　守一／今回の地区大会にて長寿の祝を

いただき、なんとなく改めて胸があつくなっ

た様な気がします。

青木　邦弘／商大高校バザーへの協力ありが

とうございました。現金 14,000 円と多数の品

物を 11/1 に届けました。

安藤　達雄／新川さん、本日の卓話ごくろう

さまです。

岡田　清七／新川さん、財団月間卓話よろし

くお願いします。

吉原　則光／好天に恵まれ絶好の例会日和と

なりました。新川さん、卓話よろしくお願い

します。

市川　慎二／新川さん、卓話宜しくお願い致

します。

田川　富男／ R 財団資金、出来る協力の一つ

です。友好的に使用して下さい。

杉山　雅彦／①一週休会でしたが、今日は久々

の感じがします。皆様お元気そうで何よりで

す。②新川会員、卓話楽しみにしております。

五十嵐　正／①矢田先生、先日はお世話にな

りました。とてもリラックス出来て良い一日

になりました。有難うございました。②新川

さん、卓話楽しみです。

北澤　正浩／新川さん、卓話よろしくお願い

致します。

川瀬恵津子／千葉さん、大洗の理事長杯、優
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トしました。

　未来の夢計画では、人道的プロジェクト、

奨学金、職業研修といった、従来からの主な

奉仕の機会が残される一方で、この新モデル

によってプログラムが簡素化され、クラブと

地区がより持続性の高いプロジェクトを実施

できるようになります。これまでは、大規模

で影響力の高い活動に充てられた財団の補助

金は、プログラムの年次予算の 20％にすぎま

せんでした。未来の夢計画では、この割合を

80％に高めることを目標としています。この

変更は、ロータリーが国際奉仕や人道的奉仕

におけるリーダーとなることを促進します。

　新しい補助金モデルでは、ポリオ・プラス

とロータリー平和フェローシップを除き、こ

れまで 12 種類あった補助金が、３種類になり

ます。

　また、この未来の夢計画の導入によって、

１）地区補助金は（新）地区補助金となり、

分配率と使用内容が変わり、地区で使用でき

る補助金は大幅に増えます。

２）グローバル補助金が新設されます。

勝おめでとうございます。すごいわねー！

関口　友宏／千葉さん、理事長杯優勝おめで

とうございます。私も白状します！横浜カン

トリークラブで、ホールインワンを出しまし

た。

太田　勝典／千葉さん、大洗ゴルフクラブ理

事長杯優勝おめでとうございます。次の目標

は日本アマチュア選手権ですね。

千葉　和裕／ 10/27、大洗ゴルフ倶楽部に於

いて理事長杯で優勝しました。45 ホールの

マッチプレーで疲れました。詳しい話は 12 月

の卓話で披露させて頂きます。

■卓話「ロータリー財団月間」　　新川　　尚

ロータリー財団の未来の夢計画とは

　2017 年にロータリー財団は 100 周年を迎え

ます。この 100 周年を迎えるにあたって、ロー

タリー財団をもう一度見直し、地代のニー

ズに合ったものに変えていこうとするのが、

2013-14 年度からスタートするロータリー財

団の未来の夢計画です。

　これまでのロータリー財団は、プログラム

の数が多く、使い勝手が悪かったり、複雑で

分かりにくいという意見がたくさんありまし

た。

　そこで世界中のロータリアンにもアンケー

ト調査を行い、もっと地区にいろいろな権限

を移行するとともに、ロータリアンがよりロー

タリー財団を身近に感じていただけるように

との思いで、2005 年の国際ロータリーの 100

周年を機に、この未来の夢計画の準備がスター
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（新）地区補助金 
 
 
グローバル補助金 

職業研修チーム（VTT） 

R平和フェローシップ 

ポリオ・プラス 

研究グループ交換（GSE） 

ロータリー平和フェローシップ 

ポリオ・プラス 
ポリオ・プラス・パートナー 

地区補助金 
マッチング・グラント 
国際親善奨学金 
３H補助金 
文化研修のための国際親善奨学金 
大学教員のためのロータリー補助金 
地域オリエンテーションセミナー補助金 
低所得国のための国際親善奨学金 
ボランティア奉仕活動補助金 
災害復興 

今までのプログラムとの変更点 

グローバル補助金 

・未来の夢計画の６つの重点分野に該当すること 
    １、平和と紛争防止・解決 
    ２、基本的教育と識字率向上 
    ３、経済と地域社会の発展（貧困の緩和） 
    ４、疾病予防と治療 
    ５、水と衛生設備 
    ６、母子の健康 

・総額３０，０００ドル以上の国際奉仕プロジェクトであること 

・海外の地区あるいはクラブと協同して行うこと 

・持続的で、効果が測定可能なプロジェクトであること 



３）クラブの計画・申請・承認は、すべて前

年度に行います。

　未来の夢計画によってロータリー財団は、

私たち全てのクラブのための財団になります。

今までのように財団独自のプログラムを消化

すれば良いプログラムから大きく変化します。

つまりロータリアンの為の財団に変わるわけ

です。プログラムも各クラブのロータリアン

が自ら創造し、かつ、自らが活動するものに

変わると言っても良いかと思います。

■次週の卓話
　ナムフォン・ナラサワッドさん
　　( 青少年交換留学生 )　　
  　　　　　　　　　　週報担当　内田  敏　
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地区補助金 

・グローバル補助金に該当しないプロジェクト 

・ロータリー財団の使命に沿ったプロジェクト 
   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こと 

・ロータリアンの直接参加を含むプロジェクト 

・総額５００ドル以上のプロジェクト 

地区補助金の仕組み 

３年前の年次基金額 
３７０，０００ドル 

DDFとして地区に 
戻ってくる金額 
１８５，０００ドル 

恒久基金の運用益の 
地区シェア分 
１５，０００ドル 

地区補助金の基準額 
２００，０００ドル 

地区補助金 
１００，０００ドル 

シェア・システム 

寄付年度 

寄付年度 

寄付年度 

寄付年度 

１年目 
確定年度 

１年目 
確定年度 

１年目 
確定年度 

１年目 
確定年度 

２年目 
計画年度 

２年目 
計画年度 

２年目 
計画年度 

２年目 
計画年度 

３年目 
実行年度 

３年目 
実行年度 

３年目 
実行年度 

2009-10年 
野坂年度 

2010-11年 
川野年度 

2011-12年 
上澤年度 

2012-13年 
露木年度 

2013-14年 
市川年度 

2014-15年 
大野年度 

地区補助金審査の方針 

１．受益者以外への波及効果と持続性 

２．独自性（ロータリーらしさ、ユニークさ） 

３．ロータリアンの主体性と関与度 

４．受益者の参加と地元協力団体との協力度 

５．ロータリー・ファミリー等のネットワーク活用度 

６．事前調査の充実度 

７．プロジェクトの広報とメディア活用計画 

クラブが準備すること 

・MOU（覚書)の取り交わし 

・前年度の２月～４月に補助金申請を行う 
   （グローバル補助金は通年受付） 

・プロジェクト毎に補助金専用の銀行口座の開設 

・補助金管理および参加資格に関する研修「補助金管理セミナー」 
 参加する 

地区補助金の基準 

前提 
３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額 
が１２０ドル以上 

結果 
３，０００ドルまたはプロジェクト総額の８０％の 
いづれかの低い額を上限に地区補助金支給 

ただし、各クラブからの応募額の合計が、地区資金支出 
予定額を下回る場合は、上限額をなくし、審査の上、決定する 
年次基金が一人当たり１２０ドルを下回るクラブは、上限額 
を下げることがある 

無資格 
３年前の年次基金の一人当たりの平均寄付額が 
０ドルのクラブは、地区補助金の参加資格がない 

寄付のお願い

目標

・年次基金（年次寄付）一人１２０ドル

・恒久基金（ベネファクター）一～二名
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学校生活 
2012-13 年度国際親善奨学生 島田彩子 
（フィンランド、オウル大学教育学部） 

 
こんにちは。フィンランド・オウルに留学している島田彩子です。夏で年度が切り替わり、新学期は

勉強がとてもとても忙しく、すっかりご報告が遅くなってしまいました。でも勉強したいことがあるのは元

気な証拠、そして何よりも、勉強できる環境をロータリーの皆様に与えていただいているのは、非常に恵まれ

たこと。一日一日を大切に、ここで学べることをできる限り学んでおきたいと思いながら過ごしています。 
さて今日はそんな学校生活についてご紹介させてください。私が勉強しに来た所は、オウル大学の教育学部

にある国際的な修士課程です。プログラム名を『教育とグローバリゼーション』と言い、グローバル化する今

日の社会状況の中での教育の在り方について学び、そして自分で批判的に考える能力の育成を目的としたプロ

グラムです。 
グローバル化は人類に様々な恩恵を与えていると同時に、貧困格差の拡大や環境問題、そして経済効率第一

主義など様々な問題も生み出しています。そしてそんな時代の教育は、これらの世界的な問題の解決を可能に

する人材の育成に責任を負っています。とても重大な責任です。今、教育学の分野で議論されているのは、既

存の枠組みの中で批判的に考えたり問題解決を行うだけでは、根本的な解決にならないということです。そこ

で、既存の枠組みそのものについて批判的に考察できる人材育成の方法を探っています。（これは実は簡単な

ようでいて、実はとても難しいのです。なぜならば人は必ず何かしらの思考の枠組みを持っていて、それを通

してのみ考えることが可能だからです。その、自分が持っている枠組みを通して考えながら、その思考の枠組

み自体を批判的に吟味する・・・どうしたらそんなことが上手にできるのでしょうか。）そしてこの議論は、

異なる文化の人々＝異なる思考の枠組みを持つ人々がコミュニケーションすることに、ひいては平和教育の基

礎となるような分野です。 
私はこのように批判的な思考を育てる教育に、視覚芸術がどのように利用できるかというテーマを研究して

います。異なる文化の人々、異なる思考の枠組みを持つ人々のコミュニケーションに、言葉を超えたコミュニ

ケーションを可能にする芸術が役立つ例はたくさん挙がっています。しかしその実例の理論化と、それを基に

した教育手法の開発はまだまだ進んでいません。将来この分野で社会に貢献できるよう、今しっかりと勉強し

ておきたいと思います。 
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