国際ロータリー第2750地区 多摩南グループ

RI会長 イアン H.S. ライズリー
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会 長テーマ

親睦と友愛を礎として、
この日野の地域社会に奉仕・貢献して行こう
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2017年 11月7日（火）第1369回 通常例会 卓話 於：高幡不動尊
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ロータリー財団委員会

5.カナダ「トロント国際大会」参加登録「ガバナーナイ

早川忠男委員長

ト」の案内。

■開会点鐘

会長

小高俊明

6.ポリオ撲滅支援企業募集について。
（ポリオ寄付のお

■国歌 「四つのテスト」ロータリーソング 「奉仕の理

願い）

想」今月の歌「紅葉」斉唱

7,ロータリアン1人1本植樹のお願い

■お客様紹介

会長

ソングリーダー本田 誠会員

小高俊明

8.ポリオ撲滅チャリティーゴルフの案内。

2750地区ロータリー財団委員会委員長

高橋茂樹様

■委員会報告
●出席報告

10.2017年11月のロータリーレートの知らせ 1ドル＝114円
出席委員会

守重

昌之委員長

●ニコニコ報告

◆回覧物
1.ハイライトよねやま Vol.211

報告 内容後記
親睦委員会

平吹正義委員長

ニコニコメッセージ紹介、
月例記念品該当者紹介。
■会長報告

9.2017-18年度「新会員セミナー」の案内

会長

小高

2.バギオだより
3.例会変更案内（八王子北RC・八王子南RC・八王子東
RC・八王子RC・西RC・稲城RCから届いてます、

俊明

4.活動計画書

町田サルビアRC、八王子西RC。

10月24・25日の親睦旅行、黒川会員のご配慮で、醍醐寺

5.函館五稜郭会報。

では仲田猊下から、直接ご挨拶をいただくとともに秀吉

6.光の家愛のサウンド後援会から礼状。

公が愛用したと伝えられる金天目を手にとって拝観でき

7.多摩南グループ

ました。76000点にも及ぶ国宝すべてを見ることはでき

■卓話講師紹介

ませんでしたが、通常観光ルートで立ち入りできない所も

地区のロータリー財団の生き字引といわれるロータリー

ご案内いただきました。皆さんのご協力に感謝します。

財団委員長

1,お配りした会長報告は読んでください。ロータリーが

●卓話

100年以上続いたのは，なぜか、1年周期でリーダーが変

協議会議事録
本田

誠会員

高橋茂樹様です。よろしく御願いします。

「ロータリー財団の知識を深めよう」
高橋茂樹様

わるからで、組織もきわめてシンプルです。

飛火野ロータリークラブを訪問するのは，2回

2.次年度役員指名委員会が次期役員を選任して，12月の

目だと思います。財団基金は寄付から3年後に補助金の

年次総会に向け活動しています。

申請ができ、いろいろな奉仕活動に利用できます。今日

■幹事報告

は、財団の礎を築いたアーチ c クランフについてお話し

幹事

栗山

博

地区より1〜9迄届いてます。

ます。アーチ c クランフは「世界でよいことをする」ため

1.2017-18年度「規程審議会」に上呈された決議案が届

に財団を立ち上げた。1869年6月6日米国ペンシルべニ

いてます。

ア州カヌートビルに生まれ，学校に入学するも，12歳で

2.ガバナー月信11月が届きました。

学校を止めた。そして週給3ドルで働き始める。1898年

3.米山奨学生・米山学友・ロータリアン冬の懇 親 パー

29歳でその会社の社長になり，1912年には単独オー

ティーの案内が届きました。

ナーになる。1911年クリーブランドRC創立会員に，その

4.2017-18年度RLI Part2開催の案内。

後会長を歴任。45歳でRI理事に、47歳で1916-17年国

11月「ロータリー財団月間」
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際ロータりー会長に就く。その後、地区分割をガバナー

ニコニコメッセージ

という役職・年次大会を提起し、基本を作ったのがアー

小髙俊明さん・・ロータリー財団委員長

チ c クランフ氏です。1917年（第一次世界大戦中）将来
を考え基金を提案。1917年6月にアトランタ大会で財団
設立提案。アーチ c クランフ基金が創設。この時，カン
サスシティRCから寄付があり，26ドル50セントでした。
1928年にアーチ c クランフ基金が「ロータリー財団」の
名称になる。アーチ c クランフが初代の財団委員長に就
く。「我々は何年何世代の尺度でみつめるべきです。」寝
ても覚めても財団のことを考えた。財団の標語は「世界
でよいことをしよう」
（Doing good in the wor)です。
もし財団がなかったら、ポリオ撲滅への挑戦プログラム

髙橋茂樹様本日はようこそお越

し下さいました。どうぞよろしくお願いいたします。
栗山

博さん・・髙橋ロータリー財団委員長よろしくお願いいたします。４

５年目の結婚記念日のお祝いありがとうございます。また、京都の美味し
い漬物をありがとうございました。
生沼通男さん・・報告が遅くなってしまいましたがお蔭様で無事退院致し
ました。お気遣いいただきありがとうございました。
濱田宣郎さん・・京都旅行は思い出の多い大変楽しい親睦旅行でした。私
共老夫婦も皆様とご一緒に各名所を隈なく見学できました。これも偏に皆
様の親切なご支援の賜物と家内共々感謝お礼申し上げます。小髙会長・黒
川会員・飯田さん！！今回の旅行では準備連絡等、諸般にわたり大変お世
話様でした。
渡邉良勝さん・・親睦旅行楽しかったです。解散後、娘・孫と合流しての旅
行を続けさせて頂きました。
河野和正さん・・親睦 旅行大変楽しく家族一同過ごさせていただきまし
た。ロータリー財団髙橋様、卓話をよろしくお願い致します。

はできなかった、ロータリーの奉仕活動がここまででき

星野幸夫さん・・髙橋茂樹様ようこそいらっしゃいました。

なかった、国際組織になれなかった。ロータリーは人頭

馬場弘融さん・・次々年度会長・幹事ほか役員指名委員会が設置されまし

分担金、ロータリー財団は、寄付で、年次寄付は3年間利
殖を図ります。流れが異なります。中心はロータリーは理
事会，財団は管理委員会です。

た。皆様のご協力をお願いします。
藤野益夫さん・・髙橋様ようこそ。ロータリー財団の勉強させていただきま
す。今日は「立冬」すでに先般「木枯らし１号」が吹きましたが、いよいよ冬
が近づいてきます。
大塚洋晃さん・・NHKの合唱コンクールで七生みどり小学校が５連覇を成

管理委員はRI会長歴任者ですが、今年度4人の委員に田
中作次氏がおりませんが，家族の健康上の理由で辞退さ
れました。私は17年ほど財団委員会に関わってきまし
た。その間、卓 話で19 0 7- 9 年 の財 団寄 付の 使い途 、
1909 -10年プログラムを紹介しました。舟木年度から
「未来の計画」に取り組みました。昨年からテーマを入
れた卓話をしています。寄付も大槻年度は80万ドルを超

し遂げました。おめでとうございます。
梅田俊幸さん・・先月の親睦旅行では、大変お世話になりました。楽しい
旅行でした。ありがとうございました。
天野武雄さん・・来年５月我が寺のシンザン式が行われ事となり、資金集
めが大変です。当クラブの３０周年を迎える事となり経費が問題です。
本田

誠さん・・親睦旅行でお世話になりました。

長谷川嘉則さん・京都に行けなくてすみませんでした。京都に行けなかっ
たので金・土・日で青森奥入瀬に紅葉を見に行ってきました。紅葉は９９％
終了してましたが、奥入瀬を８㎞程歩き、楽しい時間を過ごして来ました。
走行距離１，５００㎞でした。

えました。ベスト5に入りました。飛火野RCの実績は3冠

早川忠男さん・・本日司会をやらせて頂きます。

を達成しています。補助金も来年度、再来年度5000万ド

平

ル使えるのでご 利用ください。「寄付は立派な社会奉
仕」といわれます。間接的に世界中の奉仕活動を担わさ
れています。と、強調され、最後に「ロタリーの友」11月

良信さん・・先月（１０月）は北海道・京都・長野県諏訪と大変忙しい月

でした。その結果、風邪をひいてしまいました。
平吹正義さん・・先般の親睦旅行、会員家族のご協力のもと無事終わる事
ができました。ありがとうございました。

号の、イアンH.SライズリーRI会長メッセージを紹介され

出席報告 総数
第1364回 26

庵合い、地区の21日の「ポリオプラスセミナー」、講師

第1362回

は、ポリオの第一人者

関場慶博パストガバナー、渋谷健

司氏、稲村敦子氏です。と、ご案内、
「参加し理解を深め
てください。」と

卓話を結ばれた。

■謝辞

会長

謝礼

小髙

俊明

高橋さん、財団を理解する貴重な卓話ありがとうござい
ました。
■閉会点鐘
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小髙

俊明
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出席 MU前 MU後 欠席
23
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本日 48,000円

0

0

出席率
92.3％
100％

累計464,636円

本年度目標額1,200,000円 達成率38.7％

※今週のメークアップ 谷さん
※先々週の後メークアップ なし
★トピックス
1.10月25日発表の金融庁レポートによると、日銀の異次元緩和で、地
銀が苦境に。
2.11月6日ドイツ・ボンで、地球温暖化対策の国連会議COP23（国連
気候変動枠組み条約第23回締約国会議）開催
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