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ビジター紹介　　　　

                                           　　出席委員長

                                     親睦活動委員

山田哲夫　様（川崎ＲＣ）

【スピーカー紹介】

　国際ロータリー 第2590地区

　Ｒ財団委員会　資金推進委員会

　副委員長　鈴木慎二郎 様

　　　演題

　　　「ロータリー財団への理解推進について」

河口武生　会長 ゲスト紹介

1.米山奨学会への特別寄付表彰※写真掲載(裏面)
・第1回米山功労者： 伊藤秀司会員、小枝会員、
　　　　　　　　　　　　　  小峰会員、増田洋一会員
・第２回米山功労者：佐藤会員
・第４回米山功労者：増田敏雄会員
・第７回米山功労者：福嶋会員、秦会員、小山会員、
   松中会員、山本会員
2. 事務所移転計画委員会の委員長へ委嘱状をお渡
　　しします。（松中会員）
3. 本日、理事会議事録配布します。
4.次回クリスマス家族会16：00集合、
　 1/7(木)新春4クラブ合同例会は親睦活動委員会他
 お時間のある方は、11：30集合お願いします。
5.その他
　・12/5(土)YEｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ&ｸﾘｽﾏｽ会に参加しました
　　（野口会員・内田会員・河口会長）

　・12/6(日)米山年末ﾊﾟｰﾃｨｰに参加しました
　（三野会員・西尾会員・鈴木会員・島田会員
    ・河口会長）
　・12/8(火)職業奉仕委員長会議に参加しました
　（小枝会員・河口会長）

今後の予定
◎ 12月17日(木)    「クリスマス家族会」
  受付開始 17：30より　点鐘　18：00
 閉会　20：30
◎ 12月24日(木)　休会（定款細則により）
◎  1月 7日(木)　  新春４クラブ合同例会　※当クラブ担当
   受付 12：00 点鐘　12：30

川崎マリーンロータリークラブ
国際ロータリー第2590地区 創立1993.2.19

例　会 毎週木曜日12:30

例会場 サンピアン(川崎市立労働会館)

 　　　 　 TEL.044-222-4416  

事務局 〒210-0004 川崎市川崎区宮本町2-27-402

　　　 　　  TEL.044-200-9249 FAX.044-200-9252

U R L:    http://kawasakimarine-rc.com/
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●川崎南ＲＣ
　　12/22(火) 移動例会「クリスマス例会」
  川崎日航ホテル18：00
 12/29(火) 休会（理事会の裁量により）
 1/5(火)→7(木)に変更　新春4クラブ合同例会
 1/12(火)　 休会（理事会の裁量により）
 1/26(火) 夜間移動例会　横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ
　　※12/22、1/5、26　メークアップデスクございます
●川崎大師ＲＣ
 1/6(水)→7(木)に変更　　新春4クラブ合同例会
 2/3(水) 例会場の変更「サンピアンかわさき」
  点鐘12：30
●新川崎ＲＣ
 12/23(水) 休会（天皇誕生日）
 12/30(水) 休会（定款第5条第1節により）
 1/6　(水) 休会（定款第5条第1節により）
 1/20 (水)→22(金)移動例会　川崎幸ＲＣ合同例会　

＊週報を送ってくださったＲＣ

　　　　　　
＊近隣ＲＣからのお知らせ
   
     

　

伊藤恒満　幹事幹事報告
1.例会変更のお知らせ
2.12/19(土)「水辺の楽校（クズ編み）があります。

委員会報告　　

■山本栄次　広報・雑誌・記録委員長
　   ロータリーの友掲載記事紹介
■御幡幸男　親睦活動副委員長
　 クリスマス会の連絡事項
■安本好勝　会長エレクト
　 被選理事会及び新旧理事会のお知らせ
■福嶋安行会員
　 稲毛神社の件　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

　　

松中秀司・森野知良・西尾 猛



◆ 秦会員
 来週はクリスマス家族会と忙しくなってきましたね。
◆ 増田洋一会員
　 11月29日に開催された丹沢湖10kmマラソンを 55分56秒で完走
 しました。
◆ 森野会員
 「謹賀新年！明けましておめでとうございます」
 以上 をもちまし て、年賀状にかえさせていただきます。
◆ 増田敏雄会員
  寒いですね！寒さに負けずに明日から新潟、 倉山、石川へ車
 で走って営業。
 挨拶回りに行ってき ます。カニよ待ってろ！
◆ 福嶋会員
　 望月君、昨夜は大いなるフィーバー振り大変 ご馳 走様でした。
　 二度とない名誉なホールインワンおめでとう。
◆ 内田会員
 今年も大変お世話になり、有難うございました。
 申し訳ありませんがクリスマス会には愚妻がかわりに 出席します。
 宜しくお願いします。
 今年最後の卓話、心して聞かせてもらいます。
◆ 河口会員
 地区Ｒ財団資金推進委員会鈴木副委員長様、 本日はようこそ
 いらっしゃいました。
 ゆっくりとおくつろぎください。
 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

◆ 武藤会員
 鈴木さん、本日の卓話楽しみにしています。
◆ 伊藤秀司会員
 鈴木委員長、本日の卓話よろしくお願いします。
◆ 轟会員
　 本日はご多用の中、地区Ｒ財団資金推進委員会 鈴木 慎二郎
 様、よろしくご理解をいただけます様 にお願い 申し上げます。
◆ 小山会員
　 RID2590 地区R財団委員会　資金推進委員会 鈴木副 委員長  
 様、本日の卓話博学の慎ちゃん節 をうならせ 浅学非才の私に
 御教授頂けます様、 宜しくお願い申 し上げます。
◆ 鈴木会員
 年内、サンピアン最後の例会となります。
 つたない話にお付き合いいただき恐縮です。
◆ 中條本会員
　  サンピアンかわさきでのクラブ例会は今年最後 です。  
      鈴木委員様の卓話を楽しみにしております。
◆ 松中会員
　 本年度も僅かです。忙しい日々が続きます。
 お互い身体を大切に．．．
  鈴木さん、卓話のほど、宜しくお願いします。
◆ 小枝会員
　 先日は河口会長、職業奉仕委員長会議有難うご ざ い
 ました。
 鈴木さん、本日の卓話宜しくお願いします。
◆ 山本会員
　  本日はロータリーの友を配布致します。
 中條様、先日はありがとうございました。

　
ﾆｺﾆｺﾎﾞｯｸｽ 安本好勝　副会長

★お世話になります。（山田哲夫様　川崎ＲＣ）

東日本大震災義援金　 3,000　円

　　　累計金額 　　 63,000　円

本日のニコニコ　　　22,500　円

　　　累計金額  　 507,500  円

クラブ会報担当：小枝義夫 委員長

国際ﾛｰﾀﾘｰ 第2590地区
Ｒ財団委員会
資金推進委員会
副委員長

鈴木慎二郎 様

本日の卓話

　

『 』ロータリー財団への理解推進について

WCSは原則クラブもしくは地区単位にて資金を拠出するので、財団の制約もなく長期にわたるプログラムに向いています。ただし資金的
には負担がより掛かるものである事は間違いありません。このような流れの中で国際奉仕委員会の活動も変化してきてます。大きな柱で
あった国際交流（青少年交換留学生）も現在は青少年奉仕委員会のプログラムとなり、国際奉仕の柱としての活動は主軸のWCSの他、
国際奉仕の理念の実践としてロータリー友情交換や世界ネットワーク活動グループ、国際交流（姉妹クラブ・友好クラブ）などになりつつ
あると個人的に思っています。全くの私見ですので、諸先輩方には意見もおありでしょうが、今後の海外奉仕への取り組みを考えて行く
と資金的に余裕が有れば別ですが、長期的な資金援助を必要としない一般的なプログラムとしては企画は国際奉仕、運営は財団と言う
道筋を立てて共同実施されていく事が合理的かつ理解しやすいと思います。
国際奉仕のお話しが出たところでバギオ基金のお話しをさせて頂きます。
　バギオ基金は今をさかのぼる事1903年にフィリピン・バギオ山頂に続くベンゲット道路建設の為に従事した延べ2000人の日本人労働
者から始まります。労働は苛酷でうち700人が犠牲になったと言われております。その後、太平洋戦争が勃発しバギオは激戦地となりま
した。日本軍は彼らに軍への協力を強いたため敗戦後は日系フィリピン人が迫害の的となりました。多くの人は身分を偽り、またバギオ
の山中に逃げ込んだそうです。1972年に同地を訪れたシスター海野は彼らの存在を知り救済に乗り出しました。彼らの要望の中で最
も多かった事・・・それは子供達を学校に入れ教育を受けさせたいとの事でした。1977年東京城西RC神田会長が資金協力を実施して
彼らの希望を叶えるべく設立されたのが育英資金・バギオ基金です。その後2750地区7クラブの参加のもと継続運営され、1994～95年
度地区提唱のWCS事業として、RI会長に報告されました。2009年より財団法人として生まれ変わり、現在フィリピンにおける日系及び
一般青少年の為に育英資金を提供し、勉学の援助・日本への留学支援と日比両国の親善友好を目的に運営されています。この様に
支援の輪も大きく長期運営が出来るプログラムは国際奉仕委員会が主導するWCS独自の事業として最も向いているものと思われます。
携わったロータリアンの皆様には心より敬服をいたします。さて、話を財団に移します。
　現在、ロータリー財団の第一義はポリオ撲滅と世界平和です。RIが定めR財団が支援を実践する6つの重点分野において精力的な活
動を行っています。（紛争の予防・解決、疾病の予防と治療、母子の健康、水と衛生、基本的教育と識字率の向上）ここで資金の流れ
については、配布資料をご覧いただきご理解のほどお願い致します。
ポリオの話が出たところで、ロータリーカードについてお話し致します。
　ロータリーカードはポリオプラスへの使途指定寄付です。ビジネスカードが0.５％ゴールド・スタンダードが0.3％がポリオプラスに寄付
されます。（本年からクラブで使用できるカードも出来ましたので、クラブで検討願います）次年度は財団100周年を迎える年となります。
次年度とその次の年度で何か大きな大会を行う事になっております。皆様の財団へのご理解とご協力をお願いいたします。
我々個人では小さな力も合わされば大きな力となります。雪解けの一滴がやがて大河となり、その力の一助となるべく、財団へのご協
力をお願いして卓話を終わらせて頂きます。

今から99年前、第7代RI会長のアーチC、クランフが「世界中で善いことをする目的のために基金を設置す
ることは極めて妥当なように思われます」と国際大会（1917年）で述べ、この提案が「ロータリー基金」という
名前でスタート、1928年「ロータリー財団」と名づけられ、現在では世界各国において人道的・教育的奉仕
活動を行う組織となりました。
"ロータリー"と"財団"は別の組織であると言う意味をどうとらえるか。
ロータリーの目的が奉仕の追求であるならば、財団の目的は、そこで培われた奉仕の実践を行う場と私は
考えます。会員が自己研鑽を積み、そこで培われた力を財団で実践していくと考えれば分かりやすいので
はないでしょうか。
　国際奉仕の活動は財団が設立された1917年頃より、第一次大戦の難民、帰還兵の支援活動から始まり、
1922年に国際奉仕の概念が正式に明文化され、現在に至っています。
当初は、創設者アーチ・クランフの退職慰労金の残余26.50ドルから歩み初め、各クラブの要請に応えられ
るほどの資金力は無く、地区ならびにクラブが主導し運営していました。現在では「ロータリー財団」として
10億ドルを超える寄付を受け、クラブのプロジェクト、地区活動を支援する団体となりました。
　国際奉仕プロジェクトWCS（世界社会奉仕活動）は、財団資金の利用が可能で、多くのプログラムが
"グローバル補助金"、もしくは"地区補助金"を経由する事から財団活動とみなされることがあります。
基本的に財団同様、プロジェクトが人道的である事。2か国以上のロータリアンが関与すること。プロジェク
トはこの内どちらかの国で実施されること。などが条件となっている。
（GGのプログラムではベトナムは除外されています）
地区補助金においてもロータリー存在国外において使用可能ですが、上限金額から鑑みてもWCSより規
模が小さく、持続性を求められるが、補助金については同一プログラムには一度限りとの取り決めがある事
から継続的な補助金の利用は出来ないものと思います。財団資金を部分的には利用しますが、短期的な
資金協力に向いたプログラムと言えるでしょう。


