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＜会長の時間＞
先日、名古屋で開催された経営者セ
ミナーに参加して参りました。会計事
務所の行事ですので、基調講演は税理
士の方によるものでしたが、休憩後は
元プロ野球の山本昌氏による『今の自
分が未来の自分をつくる～準備する
ことの大切さ～』と題したゲスト講演でした。
私もこの会長の時間、たった 5 分といえど毎週の事となるとなか
なか苦労しております。30 年以上選手として活躍し、引退後は解
説者等野球一筋の人物が 1 時間半もどの様な話をするのかと楽し
みにしていましたが、やはり大変そうでした。人前で話をする難し
さについて思いを新たにする出来事でした。

＜幹事報告＞
◎ガバナー、地区決議委員会より
・地区決議会のご報告
◎高山ロータリークラブ より
・第 31 回飛騨地区ＩＡＣ
合同研修会ご出席の御礼
＜受贈誌＞
地区Ｒ財団委員会（地区Ｒ財団ニュース、国際ロータリー第２
ゾーンＲ財団ニュース 11 月号）

＜出席報告＞
区分

出席

Make-Up

出席者数

会員数

出席率

前々回

27 名

4名

31 名

39 名

79.49%

本日

32 名

－

32 名

39 名

82.05％

＜本日のプログラム＞
ロータリー財団委員会
委員長
内田 幸洋
今年はロータリー財団が設立
されて 100 周年で、また今月は
ロータリー財団月間です。まず
基本の゛き゛から勉強しましょ
う。
1905 年、アメリカ・シカゴで弁護として働いていたポール・ハ
リスが、多様な職業を持つ人々が集まり友情を培う場としてシカゴ

井辺 一章
堺
和信
田中 晶洋

国分寺の紅葉

田中 晶洋

ロータリークラブを設立しました。｢ロータリー｣という名称は当時
のメンバーの職場を持ち回りで例会をしていた事によるものです。
1907 年ポール・ハリスが会長に就任し、公衆トイレを設置する
キャンペーンを始めたのがロータリーの社会奉仕の最初です。そし
てその 10 年後の 1917 年、アーチ・クランク国際ロータリークラブ
連合会会長が｢世界で良い事をしよう｣と基金の設立を提案、カンザ
スシティＲＣから 26＄50￠の最初の寄付がありました。ここから
始まり 1928 年『ロータリー財団』として認証され国際ロータリー
内の新しい組織となり現在に至っています。
ロータリー財団のプログラム
国際親善奨学金・地区補助金等、様々な補助金プログラムがあり
ますが、最も大きな取り組みとして知られているのが、1979 年に
フィリピンの子どもたちに予防接種をはじめて以来、パートナー団
体とともに懸命に活動を続け、常在国をアフガニスタン、パキスタ
ン、ナイジェリアの 3 カ国とし、撲滅まであと 0.1％となった『ポ
リオ・プラスプログラム』です。
1985 年のポリオ・プラス計画を発表時、プラスは「はしか、ジ
フテリア、破傷風、百日咳、結核」の 5 つの病気の同時追放を指し
ていました。
現在では、「プラス」の意味に
・予防接種や蚊帳・ビタミン剤配布等保健活動の啓蒙と定着
・僻地の子どもにまで予防接種を行き渡らせる物流システム
・感染状況を監視できる世界的な研究所のネットワーク
など、ポリオの感染抑止に留まらず、ポリオがこの世から無くな
った後も他の感染症との闘いを支えていくインフラと協力体制と
いった、ポリオ撲滅運動のもたらした遺産の意味が含まれます。
ロータリー財団への寄付
①クラブとしての寄付(年次寄付)
当クラブでは年会費とは別に半期に 10,000 円、通期で 20,000 円
をメンバー全員からいただき、その内の 150＄を寄付しています。
150＄×会員数(11/11 現在)39 名=5,850＄をクラブとして拠出して
います。
②個人としての寄付
A,ポール・ハリス・フェロー(年次寄付もしくは使途指定寄付)
… 1,000＄以上の寄付をした方を称える認証。 その後
1,000＄寄付する毎に 8 段階の「マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー」となり、累計寄付が 10,000＄に達
すると｢メジャードナー｣認証となります。
クラブ現状は、ポール・ハリス・フェローは現会員 39
名中16 名(41％)。
累計で88名の方が認証されています。
マルチプルは累計 5 名、内在会者 1 名のみです。
B,ベネファクター(恒久基金寄付)
… 1,000＄以上を恒久基金へ寄付した方の認証。会員 39 名
中 11 名(28％)。累計 23 名となっています。
その他ロータリー財団には多種の寄付・認証があります。現在円
高中ですのでぜひ寄付をお願いいたします。
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＜ニコニコボックス＞
●井辺 一章さん、堺 和信さん
・アメリカ大統領選挙で世界が驚く結果となりました。過激な言動
と全く政治経験のないトランプ氏が次期大統領に選ばれ、不安と
期待に世界の金融市場は激しく揺れ動いています。安部首相は早
速 17 日に初会談するようですが、日本にとって経済や防衛等
色々な面で少しでも良い方向に向かって行けるよう、その手腕に
期待します。
・本日の例会はロータリー財団担当例会です。内田委員長さんよろ
しくお願いします。
●内田 幸洋さん
本日拙い話をさせていただきます。本人もあまり分かっていないた
めよろしくお願いします。
●門前 庄次郎さん
先週は私の表彰に多くのお祝いニコニコ有難うございました。ロー
タリー歴より少し多めに役をやらせていただいたおかげかなと思
っています。これからも色んな事にしっかり頑張って行きたいなと
殊勝にも思っています。
●塚本 直人さん
いよいよ冬に入りました。これからは雪の心配をしながら天気予報
を見なければなりません。来週の水曜日 16 日に青少年育成委員会
の事業として｢出前講座｣を行います。講師役を引き受けていただい
たメンバーの方々、よろしくお願いします。清見中の生徒が楽しみ
にしているそうです。
●田中 晶洋さん
前回例会欠席したため本日誕生日のお祝いを頂きました。何が入っ
ているかは帰ってからのお楽しみに取っておきます。ありがとうご
ざいました。
●伊藤 松寿さん､大村 貴之さん､垣内 秀文さん､斎藤 章さん､
下屋 勝比古さん、高桑 光範さん､田中 武さん､田中 正躬さん､
平 義孝さん
第 19 回全国農業担い手サミット in ぎふが行われ、皇太子ご夫妻も
ご出席されました。日本の農業就業人口が 200 万人を割り、20 年
前に比べ半減、高齢化・若者の農業離れが進んでいます。今後も地
元のおいしい農作物がつくられる事を応援してニコニコへ。
●岡田 贊三さん､鴻野 幸泰さん､杉山 和宏さん､米澤 久二さん
世界中が注目したアメリカ大統領選で勝利した共和党のドナル
ド・トランプ。過激な発言と経営手腕…、日本にどのように影響す
るでしょうか？
●伊藤 松寿さん
本日市役所での会議出席のため早退します。

座右の銘
平 義孝

『希望・努力

』

人生について折に思索してき
たが人は体験によってのみ、真
に学ぶ事ができると思うようになりました。自分の思い通りに
ならないのが人生であり、一寸先は闇である。不自由を常と思
えば不足なし、日々楽しく感謝して暮らせる。人生の荒波にも
まれても決してあきらめず挫けず。希望と夢を持ち続け、辛抱、
努力すれば、やがて必ず運は開けるものだ。
RC に入会して 30 年、また人生の幸福は自分の範囲内ででき
るだけ他人のお役に立つ事をさせていただくことだと思うよう
になりました。

座右の銘
阪下 六代

『先憂後楽』
この言葉は、本来、范仲淹
（はんちゅうえん ９８９－１０５２ 中国、北宋の政治家）
「岳陽楼記」の「天下の憂えに先んじて憂え、天下の楽しむに
後れて楽しむ」から、国家の安危については人より先に心配し、
楽しむのは人より遅れて楽しむこと。志士や仁者など、貴人の
国家に対する心がけを述べた語です。
しかし、私はこれを、厭なこと、辛いことは先に行ない、し
かる後に楽しいことを行なう、という心がけに転じさせて肝に
銘じ、我が子らにも、本来の意味と併せて、盛んに説いたもの
でした。
仕事や身の回りのことを能率よくこなす上で大いに寄与して
くれている、捩（もじ）りの入った座右の銘です。

座右の銘
内田 幸洋
し ん む け い げ

『心無罣礙』
般若心経の一節。般若心経は大乗仏教の経典の一つです。
300 字足らずの本文に大乗仏教の心髄が説かれていて、
仏教宗
派の読誦 ( どくじゅ … 声に出して読むこと ) 経典として用
いられています。
心無罣礙とは、その中の 4 文字です。
『心にこだわりや執着が
ない』
。このように生きていきたいと思います。
また、無色透明、無味無臭、人畜無害の私の性格と心無罣礙の
心は同義であるような気がします。
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