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次週の例会

今週の例会

2012 年 2 月 7 日(火)第 3６１回
■点 鐘
1２時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 クラブフォーラム

「

良治

１月２４日 第３５９回例会 ＮＯ．２７２発行

幹事/井上 博明

2012 年 2 月 14(火)第 3６２回
■点 鐘
1８時 30 分
■例会場
ラフレさいたま
■ソング 「奉仕の理想」「四つのテスト」
■プログラム主題 外部卓話
Ｒ財団部門 補助金委員長 下 和雄様

絆 を

会 長 挨 拶
皆さん こんばんは。
本日は、お客様としてご多様中のところ、
地区ロータリー財団委員長 岩渕 均パス
トガバナーをお迎えして卓話をいただきま
す。皆さん一緒に勉強させていただきまし
ょう。よろしくお願いいたします。
さて、新しい年が始まったなぁと思って
いたら、あっという間に来週はもう 2 月を
迎えます。2 月の行事と言えば 2 月 3 日の
「節分」です。
「節分」は本来、季節の移り
変わる時の意味で、立春・立夏・立秋・立
冬の前日を指していました。特に立春が年
の初めと考えられることから、
「節分」と言
えば春の節分を指すものになりました。節
分は前年の邪気・悪鬼を祓うという行事で
あり、その一つが「豆まき」です。これら
の行事は陰陽五行、十千十二支という考え
方が影響しています。北東の方角を「鬼門」
といいます。一説によれば、冥府の神の住
む山が北東にあったそうで、十二支でいう

深

め よ う

週報委員長/秋本

昌治

■例会日 毎週火曜日
■例会場 ラフレさいたま ５階
■点 鐘 １２：３０（第１・２・３）
１８：３０（第４・５）
■事務局
さいたま市中央区下落合
4-14-14-2F

」

丑寅（うしとら）の方角にあたります。それ
ゆえ、鬼は頭に牛の角を持ち、トラのパンツ
をはいているのです。この鬼の出入り口であ
る「鬼門」の方角をお祓いすることで、春が
無事に迎えられると考えられていました。ま
た、陰陽五行では、自然の道理を火・水・木・
金・土の五元素で表します。この「金」は硬
いとか疫病という意味があり鬼が金棒を持
っているのもその為です。この「金」の力を
消すのが「火」です。大豆はとても硬いので
「金」に当たり、鬼を意味します。これを火
で煎ってやわらかくし、最後は人間が食べて
しまうことで鬼を退治することになるので
す。よく歳の数だけ豆を食べると病気をしな
いと言いますが、どうぞおなかの調子を壊さ
ない程度に 2 月 3 日は鬼を退治して下さい。
では、本日もよろしくお願いいたします。
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荒井 伸夫 様
チャリティーコンサート
実行委員長

渋谷 廣慶 様

幹 事 報 告
●地区事務所より
①2012 年米山奨学生「世話クラブ」のお
願い
②12～13 年度 地区ロータリー財団補助
金管理セミナーのご案内

卓

③フィリピン国際奉仕プロジェクト視察検
証・体験ツアーのご案内
④2012 年バンコク国際ロータリー年次大
会・ＲＩ2750 ガバナーナイト開催のお
知らせ
⑤ロータリーカード推進のお願い

国際ロータリー第 2770 地区
地区ロータリー財団委員長 岩渕 均様

話

「 ポリオ撲滅運動と未来の夢計画 」
1.

ポリオ撲滅運動、ポリオ 2 億ドルチャレ
ンジと世界における発症例

本日は、テレビ大阪の 30 分番組で放映さ
れた映像のダイジェスト版をお持ちしま
した。ロータリーの活動を好意的に紹介し
てくれているので、大阪のロータリー・ク
ラブがテレビ大阪にお願いし YouTube に
載せてもらったものです。You Tube から
ダウンロードして 9 分にまとめたものが
今日の映像です。
青森県の PDG である関場先生（小児科
医）が、日本中のロータリアンに呼び掛け
て、インドの NID（ポリオワクチン全国一
斉投与日）に参加しました。日本からは
40 人（当地区からの 3 人の財団地区役員
を含む）のロータリアンが参加しました。
ご承知のように、インドはパキスタン、
アフガニスタン、ナイジェリアと並んで
ポリオウィルスの野生株が常在している
国です。1995 年頃は、インド政府は「子
供の数が多すぎて、一斉投与は無理」と言
っていましたが、ロータリー等の熱心な説
得により、NID が実施されるようになった
ため、発症例が劇的に減少しています。右
表をご覧ください。現時点（2012 年 1 月）
情報では、一昨年の発症例は 42 例でした
が、昨年の発症例は 2011 年 1 月の僅か１
例です。NID が効果を発揮していることが
分かります。1 年間発症例が全くなかった
ことなので、インドにおけるポリオ撲滅が
極めて現実味を帯びてきましたし、「世界
からポリオを撲滅する」という我々の目標
に大きく前進したということができると
思います。

また、ロータリーは「ポリオ撲滅 2 億
ドルチャレンジ」運動を行っていますが、
RI の Web サイトによると、寄付金総額は
当初計画より半年早く既に 2 億ドルに達
したとのことです。皆様の寄付に感謝申
し上げます。
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２. 未来の夢計画の実施状況
井橋年度より「未来の夢計画」が始ま
りました。未来の夢計画の目的は二つあ
り、一つは「地区に裁量権を与えて、会
員に『私たちのロータリー財団』という
意識を持たせることであり、もう一つは、
「６つの重点分野における大規模で持続
可能なプロジェクトを実施すること」で
す。
前者の資金は「新地区補助金」と称さ
れ、6 つの重点分野以外（地元地域の奉仕

活動、海外の奉仕プロジェクトでも規模
の小さく短期間のもの、6 つの分野以外の
分野の奨学生の派遣）に使用されます。
今年度の新地区補助金を利用して延べ 63
クラブが国内・海外で奉仕活動を実施し
ています。さいたま欅 RC もこの補助金を
利用して、防災啓発活動を行なったとの
ことです。地区補助金を利用いただくこ
とは、
『私たちのロータリー財団』という
意識を持つために、有効であると思いま
すので、皆様の活動に感謝申し上げます。
後者は、グローバル補助金と称されて、
DDF（地区活動資金）と同額の WF（世界活
動資金）がマッチングされますので、大
規模な事業が可能です。昨年度は、川口
東 RC、岩槻東 RC、大宮東 RC がフィリピ
ンで水プロジェクトなどを実施しまし
た。今年は春日部 ERC が南インドの小学
校でトイレの改修事業を行う予定です。
尚、今月よりロータリー財団奨学生の
応募受付を開始しましたが、浦和 RC、久
喜 RC には既に応募があったそうですし、
地区にも応募したいとする学生から問い
合わせが来ています。さいたま欅 RC でも
応募者を見つけてくださると有難く存じ
ます。
３．ロータリーカードを使用しましょう
「ロータリーの友」1 月号の P30、31
の記事をお読みください。
４．アメリカにおける財団について
最後に、「ロータリー財団は何故重要
か」という点と、
「何故ロータリー財団に
寄付するのか」ということに対する私の
考えを述べます。
アメリカには「財団」がいくつもあり
ますが、ロータリー財団ができる以前に
設置されたもので大きな財団が二つあり
ます。カーネギー財団とロックフェラー
財団です。
カーネギー財団は、鉄鋼王と称される
カーネギーによって設置されたもので
す。カーネギーは、富を一般市民に還元
することを信念とし、引退後、教育・学
術・社会事業に巨額の寄付を行ったそう

です。財団は、1902 年に設置されました。
また、ロックフェラー財団は、石油王
ロックフェラーによって設置されたもの
です。ロックフェラーはカーネギーの著
書に影響され、フィランソロピー（慈善
事業）を始めたそうです。財団の活動目
的として「人類の福祉の増進、教育」を
挙げています。こちらは、1913 年に設置
されました。
このように、アメリカの産業は 19 世紀
後半から 20 世紀初頭にかけて大発展を
遂げましたが、アメリカの社会には、
「事
業で成功した者は、富の一部を社会に還
元する」風土があったのではないかと推
測します。
アーチ・クランフがロータリー財団の
設立を提唱したのが 1917 年ですから、こ
ういった風土の中でロータリー財団は誕
生したと言えるのではないでしょうか。
その後もフォード財団やビル＆メリン
ダ・ゲイツ財団など、大きな財団が設置
されています。
次に、私が「何故寄付をするか」とい
うことを申し上げます。
ロータリーの会員になったばかりの頃
は、クラブの財団委員長がお願いに来る
ので、
「お願いされたから寄付をする」と
いう状態でした。
その後、自分がクラブの財団委員長や
地区の財団委員長になりますと、お願い
する立場ですから、
「立場上寄付をしなけ
れば」と感じて寄付をしていました。
委員長を何年も続けていますと、「何
故、寄付をするのか」を何度も自問自答
をするわけです。
その結果、現在は次のように考えるこ
とにしました。こう考えて寄付をすると
気持ちがいいからです。
「自分が企業を営むことができるのは、
発注してくれるお客様、購入してくれる
お客様がいるからだ。お客様は社会全体
と言うことができる。そうすると、会社
に利益が生ずるのは社会のお陰である。
そうであれば、財団に寄付をすることは、
会社の利益の一部を社会に還元すること
であり、私の社会に対する感謝の気持ち
を表わす具体的な行動となろう」、と。

♬大宮西ＲＣ５０周年前年祭のお知らせ ♫

来年の３月に当クラブは５０周年を迎え
ます。これまでの伝統を引き継がなければと
思いますが、ここ１年半で４０名以上の新入
会員を迎えたことはクラブにとっての転換
期とも捉えております。若い方たちと一年か
けて５０周年を祝いつつ、更なる５０周年に
向けて課題を議論し検討し力強く踏み出す
為の一年をこのチャリティーコンサートか
らスタートさせます。大勢の方のご参加をよ
ろしくお願い致します。

ス マ イ ル ＢＯＸ
■荒井 伸夫様
3 月 24 日のチャリティーコンサートよろし
くお願いいたします。
■渋谷 廣慶様
3 月 24 日 チャリティーコンサートよろし
くご出席の程お願い申し上げます。
◆寺沢 良治会員
地区Ｒ財団委員長・パストガバナー 岩渕均
様、ご多様中のところご出席いただきましてあ
りがとうございます。卓話、よろしくお願いい
たします。
◇井上 博明会員
岩渕均 地区Ｒ財団委員長、本日の卓話よろ
しくお願いいたします。アスタさん、28 日よ
ろしくお願いいたします。寺沢会長夫妻と井上
がご案内いたします。
◆秋本 昌治会員
岩渕様、本日はご苦労様です。
◇井上 久雄会員
パストガバナー岩渕様、本日はお寒い中、ま
たお足元の悪い中、ようこそおいで下さいまし
た。今日はしっかりロータリーの勉強をさせて
いただきます。地区ロータリー財団新地区補助
金運営小委員会でご指導いただきありがとう
ございました。先日の中華料理おいしかったで
す。本日もよろしくお願いいたします。
◆内木 滋郎会員
国際ロータリー第 2770 地区パストガバナ
ー・ロータリー財団委員長 岩渕均様、本日は
例会卓話、大変お忙しいところ誠にありがと
うございます。ロータリー情報委員会の担当
です。皆様と共に勉強したいと思いますので、
よろしくお願いいたします。また岩渕様には

「ロータリーの創設者」という小冊子、全員
にプレゼントとして頂き重ねてお礼申し上げ
ます。
◇沈 輔國会員
本日もよろしくお願いします。
◆住吉 望会員
雪かきで腰が痛いです。そんなに広い範囲
ではないのですが、やり始めると結構大変で
す。たった１日数センチの雪なのに。本日は
地区ロータリー財団委員長 岩渕様、ようこそ
お越し下さいました。学びの場をありがとう
ございます。
◇田中 修会員
岩渕パストガバナー、本日はお忙しい中卓
話ありがとうございます。
◆都築 久美会員
昨日の雪にはビックリしました。とても寒
い日が続きますが、体には気をつけて、仕事
に会員活動にがんばっていきたいと思いま
す。よろしくお願いします。
◇中村 芳彦会員
お寒い中、岩渕パストガバナーようこそお
越し下さいました。本日の卓話「何故」を教
えて下さい。よろしくお願いいたします。
◆野原 哲夫会員
伊勢神宮で「お万度」をクラブに買ってき
ました。お万度とは、江戸時代、伊勢神宮の
御師（おし）が年末に御祓のため配ったもの
です。これでクラブの会員も穢（けがれ）を
祓い清めていただき良い年が迎えられます。
岩渕パストガバナーありがとうございます。
◇東野 良彦会員
岩渕様、ようこそお越し下さいました。卓
話楽しみにしております。突然の雪で足元が
おぼつかなく往生しましたが、帰りがもっと
不安です。皆様もお気を付け下さい。
◆本多 正和会員
岩渕パストガバナー様ようこそ。卓話よろ
しくお願い致します。
◇三上 等会員
地区ロータリー財団委員長・パストガバナ
ーの岩渕均様、卓話ありがとうございます。
昨夜の雪はビックリしましたが、体調に気を
つけていきたいと思います。
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19,000 円

累計

450,000 円

出 席 報 告
月日

会員総数

出席

欠席

出席率
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81.82％

