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今月のテーマ ロータリー財団月間

第1593回例会

2019年11月7日 Vol.34／No.18

■本日の例会／ 第1594回 令和元年11月14日（木）

【出席率状況報告】

●会長・幹事報告 ●各委員会報告
●ガバナーアドレス‥喜島ガバナー
●ハッピーの紹介 ●本日の出席状況‥出席委員会
●例会終了後記念写真 クラブフォーラム

・会 員 数 ‥‥‥‥‥‥ 55 名
・出 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 36 名
・欠 席 者 ‥‥‥‥‥‥ 19 名
・出 席 率 ‥‥‥‥ 65.45％
・10/24 の修正出席率‥ 75.93％

■会長挨拶

篠原英介 会長

今月は財団月間です
財団月間にちなみ、ロータリー財
団の成り立ちについてご紹介します。
1905 年のクラブ誕生から12 年ほ
ど経ったころ、当時のアーチ・クラ
ンフＲＩ会長が、アトランタ大会で基金を設置すると
表明したのがきっかけとされています。そして翌年、カ
ンザスシティの年次大会の残金「26ドル 50 セント」
から寄付が始まりました。しかし、少しずつ増えたも
のの、６年経っても700ドル程度だったそうです。そ
して 1928 年、ミネアポリス大会で正式にロータリー
財団が設置され、ここからは４年で５万ドルに成長し
たそうです。当時のアメリカ人の平均年収は約 500ド
ル、沈没した有名な客船・タイタニック号の３等室ベッ
ドが 33ドル、スイートは 4000ドルとの記録が残って
います。年収の８倍のスイート料金もすごいのですが、
５万ドルとなると100 人分の年収、すなわち今の 10
億円近い金額があっという間に寄せられた事に驚きま
す。創始者アーチ・クランフはすぐに長期的視野であ
るべきだ、として恒久基金化を図ったそうです。先人
の実に素晴らしい行動です。
さて、ロータリークラブにはこの財団をはじめ他に
も様々な寄付があります。途上国支援など多岐のプロ
グラムがあるのはご存じの通りで、奨学生は身近な存
在として接する機会も多く、その頑張りには目を見張る
ものがあります。こうした援助を自力で行うのは容易で
はないのですが、組織の一員として直接参画できるメ
リットは大きいと感じています。一方で、使いにくいと
されているのは使途が厳格な仕組みだからであり、安
心して託すことのできる寄付母体とも言えるのではない
でしょうか？そのような財団ですが、クラブとして腰を
据えて何かの支援事業に取り組み、地区補助金を活
用できると一層理解が深まるのではないかと考えてい
ます。

■幹事報告

江口健一 幹事
第7期 RLI-2730地区 パートⅢが11
月17日 9時20分～15時30分
宮崎日本大学高等学校にて開催さ
れます。是非皆さまの出席をお願い
致します。

■米山奨学金授与式

姜丹鳳 さん

■前年度出席100％表彰

前年度出席委員長

令和１年６月３０日現在

無欠席

会員名
秦

喜八郎

無欠席

会員名

10

11年

井上真由美

1

33年

2

31年

黒木雄一

11

６年

江口健一

3

28年

押川紘一郎

12

３年

生駒俊明

4

27年

三輪修珍

13

２年

西橋龍博

5

〃

長岡紀行

14

〃

◎山川力

6

25年

鳥山

浩

15

〃

田中正訓

7

23年

新田敬介

16

１年

黒木常義

8

20年

平松

寛

17

〃

篠原英介

9

14年

田島直也

18

〃

◎西川栄司

計

18名
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■ロータリー財団委員会

三輪修珍 委員長

ロータリー財団の歴史
1917 年 6 月 18 日アトランタで行

われた第８回ロータリー年次大会で、
当時の会長であったアーチ ･ クラン
フが ｢ 世界で良いことをするために
基金を作るのが、きわめて適切だと思われる｣と演説
をしたことが始まりです。
1917 年は、
まだ第一次世界大戦の真っただ中でした。
そのような世界情勢の中で、アーチ・クランフは、未来
のロータリーにとってこの基金が必ず必要になると言う
強い信念のもと、基金の設立を呼びかけました。
この基金への最初の寄付は、1917 年にカンサスシ
ティーロータリークラブが行った 26ドル 50 セントでし
た。このわずかな 26ドル 50 セントが世界をよりよくす
るための何十億ドルという財団の布石を敷いたわけで
す。
その後、1927 年に、それまでの｢アーチ ･ クランフ
基金 ｣と言う名前から｢ロータリー財団 ｣と言う名前に変
更されました。｢ロータリー財団 ｣の正式な名前は｢ 国
際ロータリーのロータリー財団 ｣です。
ロータリー財団は、現在アメリカのイリノイ州の州法に
より登記された非営利法人となっております。
ロータリー財団は、現在４名の RI 元会長を含む15
名の管理委員と事務総長で運営されています。
ロータリー
財団部門の大きな任務は５つの委員会を統括し、ロータ
リー財団部門全般の管理、運営、公報、研修等を行う
ことです。
ロータリー財団部門では、クラブとのコミュニケーショ
ンを良くすることによって、より正確な情報を発信してい
きます。
国際奉仕委員会
国際奉仕は、他国の人びとを助けることを目的とした
クラブのあらゆる活動やプロジェクトに協力することを通
じて、他国の人々とその文化や慣習、功績、願い、問
題に対する認識を培い、国際理解、親善、平和を推
進する。
財団寄付推進委員会
年次寄付と恒久基金の地区目標に向けて、ロータリ
アンの皆様への寄付のお願いを担当します。さらにポー
ル・ハリス・ソサエティ、大口寄付、遺贈友の会などの
寄付への登録のお願いも行っています。
補助金委員会
クラブが地元会社や海外で様々な奉仕プロジェクト
を実施するために、地区補助金やグローバル補助金を
提供することで支援しています。また、補助金事業を

奨励することによってロータリー財団の存在意義、ロー
タリー財団への寄付の重要性を喚起しています。
ポリオプラス委員会
ポリオプラス委員会の任務は、ポリオの現状に関す
る情報を的確にクラブにお届するとともに、ポリオプラ
スへの寄付をお願いするにあたって、寄付を集めていた
だくためのヒントをクラブに提供していきます。
また、各クラブの主催されるポリオ撲滅チャリティー
イベントを支援、協力させていただきます。
財団活動推進委員会
財団活動推進委員会は、地区とクラブとの間で締結
した MOU を管理するとともに、補助金管理セミナーを
援助します。
また、地区補助金の報告書をチェックするとともに、
各クラブが地区補助金を使用するプロジェクトの計画、
実行、報告書作成の一助となるチェックリス卜を見直し、
更新します。

■会員卓話

生駒俊明 会員
生きている奇跡そして生かされて
いることに感謝！
皆さんも死に直面された経験はあ
ると思いますが、生還して生きてて
良かったと心の底から思えることが

何度もあります。
生きている奇跡、生かされていることに感謝して毎日
を楽しんで生きている今日この頃です。
今回はちょっと変わった、私が何度も死にかけた話
をさせて頂きます。
①産後の日達が悪くて、私を産んで生後三週間で母親
が他界。
→️生存が難しかったが、お米の磨ぎ汁などで乗りき
り、幼児期に健康優良児で表彰される。
②小学生低学年→️海水浴で溺れる→️近くにいた、知ら
ないお兄ちゃんに助けられた。
③中学生時代家業の手伝い→トラックのビニールハウ
ス資材（鉄パイプや支柱等）落下防止の為、荷台で
支えていて走行中電柱にパイプが接触
私はパイプもろとも路上に叩き付けられた。幸いにも
軽症で済む→️父親が晩年に泣いていた「死んだかと
思った。」
④20日で歯科治療（助手）のきつい処置
→️ウイルス性→️風邪を併発？激症口内炎→️口腔内た
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だれ水分すら摂れない。
高熱41℃→️3日間で体重5㎏→️抗生剤が効かない。
父親が近くの町医者名医に連れて行ったが「白血病
か難病？手の施しようがない。
紹介状を持って県立宮崎病院に直ぐ行って下さい」
→️採血検査で意識なくなる。
即入院、声帯遣られ3週間筆談

ハッピーボックス（敬称略）
● 平 松 寛… 誕 生日祝い 有 難うござ いました。
二十六日で七十一才です。後四年間は、頑張ります。
後期高齢者になるまで。
●山川 力…篠原会長杯ゴルフコンペ優勝しまし
た。ありがとうございます。

⑤54歳の時夫婦そろって病気発症→️家内は重症の後
縦靭帯骨化性で突然半身不随、3ヵ月寝たきり。
その後3年車椅子生活。
家内の病気発症後１ヶ月後検査で私が前立腺癌と診
断。
⑥60歳の時博多駅でヒートショック（国内で年間2万
人以上死亡）でコンビニで急に意識を無くし金属
ポールで後頭部を強打、出血（7針）。
偶然通りかかった看護師さんのお陰で救命処置 救
急車で救急病院に搬送。
家内のバンドヒーリングのお陰で今は後遺症ほとん
ど無い。
次回は幽体離脱と心霊の話をします

■出席委員会報告

佐藤龍三郎 委員長

◆10/24メイクアップ者名（敬称略）
押川紘一郎、黒木雄一、長岡紀行、布谷大輔
秦 喜八郎、三輪修珍

■結婚祝い（敬称略）
三輪修珍、坂本弘史、野村勝政、佐藤龍三郎
小村賢一郎、黒木常義、志多充吉

■誕生祝い（敬称略）
平松

寛、江口健一、佐々木

究、前田剛也

〒880-0806
〒880-0806 広島1丁目3番地3
広島1丁目3番地3 秀豊ビル
秀豊ビル 4階
4階
シーガイアコンベンションセンター
会長／篠原英介

副会長／小村賢一郎

0985-22-9170

幹事／江口健一
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