知り合いを広めることによって 奉仕の機会を

地区目標
奉仕の機会を国際奉仕と職業奉仕に
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村山光男会長 平成 26 年 11 月 19 日

皆さん、こんにちは。今月はﾛｰﾀﾘｰ財団月間
の月でございます。本日はこの月間に因んで地
区よりゲストとして、地区ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長の
佐藤豊彦さんと、同じくﾛｰﾀﾘｰ財団奉仕プロ
ジェクト小委員長の和田實さんをお招きしております。後ほど卓
話を頂きたいと思いますので宜しくお願い致します。
今月の出来事として主なものが 4 件ほどありますので、紹介い
たします。一つ目は 11 月 8 日（土）鶴岡で池田年度の地区最終
回セミナーとなった「青少年奉仕セミナー」が開催されました。
幹事と社会奉仕委員長の相馬さん、会長エレクトの米野さん
共々、4 人で出席してきました。相馬さんより後ほどセミナーの内
容を報告して頂けると思いますので宜しくお願い致します。
二つ目は 11 月 12 日（水）天童ホテルに於いて直近の歴代会
長 5 名と幹事の古瀬さん、会長エレクトの米野さん出席のもと諮
問委員会が開かれたことです。これにより 2017 年〜2018 年度の
天童東ロータリークラブ会長予定者に、幹事経験者であり現ロ
ータリー財団委員長の赤塚弘実さんを指名することができまし
た。来る 12 月 3 日の理事会に上程しましてご承認を得る予定で
ございます。
三つ目は、天童ひまわり園との花壇づくりについての「花壇整
備」の打合せをしてきました。この件については社会奉仕委員
会委員長の佐藤栄治さんより告をして頂きたいと存じます。
四つ目は本年 6 月まで当クラブに在籍しておりました黒沢洋さ
ん（71 才）が約 2 年間の闘病生活の末、薬石の効果もなく 11 月
15 日（土）午後 2 時頃、入院先の山形済生病院にてご逝去され
たことです。彼は 1984 年創立以来、チャーターメンバーとして
30 年間という長い間ロータリーに貢献され、1988 年〜89 年度の
会長を務め当クラブを育てあげ、共にロータリーを過した仲間
であります。葬儀は昨日終えた家族葬となり、お別れ会の告別
式は 12 月に入ってからの予定のようです。詳しいことは後日ご
案内があると思います。黒沢洋さんのご冥福をお祈り致します。
さて、今月はロータリー月間ということもあり、パストガバナーの
佐藤豊彦さんより頂いたロータリーの教本でもある「ロータリーの
森を歩く」出版本の感想を紹介いたします。
ロータリー財団は当初、公益信託制度により 1931 年に発足し
ました。当時ロータリーは、金を出すことを運動の第一主義とは
考えない風潮で推移していましたが、1947 年（Ｓ22 年）に 79 才
で亡くなったロータリークラブの創設者ポールハリスが遺言のよ
うにして言っていたことがあります。「ロータリーの運動は善意を
生産する母体であり、その善意を蔓延させることを通じて戦争
の勃発を予防することは私の念願だったが、その願いは遂げら
れないまま第二次世界大戦が起こり、悲惨なかたちで終わっ
た。今度、第三次世界大戦が起こったら地球は壊滅するだろ
う。何としても予防しなければならない。」ということです。そのこ
とを思い返したロータリアンたちの中に「ポールの死を無駄にす
るな」という声が湧き上がりました。そのためにもロータリー財団
にお金を集めて、若い世代に外国の留学体験をさせ、その体
験を通じて相互理解を深め、戦争の勃発を予防しようということ
で、にわかにロータリー財団が脚光を浴びることになったようで
す。今日はポールハリスの考えをご理解し、財団に一人でも多く
ご寄付を申し出ていただければ幸いです。

通算例会 1407 回
本年：18 回
例会日：2014 年 11 月 19 日
例会場：天童ﾎﾃﾙ
クラブ会報委員長 武山茂

本日のプログラム
ロータリー財団について〜R 財団委員会〜
＊講師紹介 志田泰久プログラム委員長
本日のゲストスピーカーは地区ﾛｰﾀﾘｰ財団 佐藤豊彦
委員長と同奉仕プロジェクト 和田 實 委員長をお迎
え致しました。お二人には、ﾛｰﾀﾘｰ財団の歴史と財団の
補助金等のお話を頂きます。
＊佐藤豊彦 ロータリー財団委員長
ﾛｰﾀﾘｰは 1905 年ポール・ハリスが三人
の仲間とシカゴにロータリークラブを創設
しました。1917 年に六人目の RI 会長の
アーチ・C・クランフがアトランタ国際大会
に於いて提案したのが“ﾛｰﾀﾘｰ財団”の始まりです。1928 年
に「ﾛｰﾀﾘｰ財団」が正式名称に決まりました。多くの奉仕プロ
グラムが実践され財団は間もなく 100 周年を迎えます。
財団は仕事量がパンクして、「未来の夢計画」に移行しまし
た。三年前より 100 地区がすでに始まっていたが、2800 地区
は新関彌一郎年度が始まりです。第三次世界大戦をなくすこ
とや新世代を育てるための財団奨学制度が一時無くなりまし
た。ﾛｰﾀﾘｰ財団から地区に戻ってくる予算、新地区補助金
やグローバル補助金を利用して多くのプログラムを実践した
いものです。最後にアーチ・C・クランフ言葉を紹介します。
「私たちはﾛｰﾀﾘｰ財団を、今日や明日のために存在するも
のとして捉えていませんこれから何年・何世紀にわたる運動と
して考えているのです。ﾛｰﾀﾘｰは何世紀にも及ぶ運動なの
です」と話されました。
＊和田 實
ﾛｰﾀﾘｰ財団奉仕プロジェクト小委員長
ロｰﾀﾘｰ財団は世界的にも素晴らしい事
業を行っております。初めに未来の夢計画
の当地区の現状を紹介致します。
今年度(2014〜2015 年度)の地区目標
◉年次寄付 1 人あたり 150 ドル ◉ゼロｸﾗﾌﾞをなくす
◉ﾛｰﾀﾘｰｶｰﾄﾞの会員拡大 ◉ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金に係るﾌﾟﾛｼﾞｪ
ｸﾄ検討のお願い ◉地区補助金を生かしてクラブの活性化に
繋げる◉ポリオ撲滅 などです。
今年度の当地区の地区補助金申請は、50ＲＣ中-35 件申
請があり、内 33 件に地区補助金を交付しました。前年度に比
べ交付件数が 26 件から 34 件に増え、1 件当たりの交付金額
は少なくなりましたが大きな盛り上がりを見せております。
ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金に関しては数件あった中、貴天童東ＲＣさん
の「タイの子供たちにキレイな水を」の浄水器支援のみ実現
しました。 「未来の夢計画」実施に伴い、地区財団委員会の
組織も変わりました。ﾛｰﾀﾘｰ財団委員長：佐藤豊彦 補助金
委員会：佐藤豊彦委員長 奉仕プロジェクト小委員会：和田
實 委員長 財団奨学・学友小委員会：伊藤篤市委員長 資
金推進・管理委員会：三浦信英委員長 監査委員会：細谷
伸夫委員長
地区補助金の審査基準には、◉1 件、5 万〜30 万以下、◉申
請クラブの拠出金は総プロジェクトの 3 分の 1 以上であるこ
と、◉最終報告書の提出がシッカリなされること、などがありま
す。グーローバル補助金を始め地区補助金への取り組みを
宜しくお願い致します。

1、
2、
3、

4、

幹事報告
古瀬正勝 幹事
100 万ﾄﾞﾙ例会参加ありがとうございました。
商工会議所より平成 27 年度、新春賀詞
交歓会の案内が届いています。
3 ｸﾗﾌﾞ合同例会が 11/26、瀬見温泉観松館にて
PM6:00 開会〜PM9:00 終了となっています。
詳しい移動手段は連絡致します。
天童市図書館よりマロステカに寄贈のお礼が届く。

出席報告
緑 三郎 委員
本日会員５0 名（49 名）・出席者 38 名・出席率 77.55％
※前々回出席率を：：：％⇒89.80％に修正致します。

委員会報告 と その他
1、

相馬勝
博・青少年奉仕委員長より、11 月 8 日の鶴岡での“青
少年奉仕ｾﾐﾅｰ”の報告が有りました。青少年交換小
委員会の留学の帰国報告、ｲﾝﾀｰｱｸﾄ小委員会の
地区外研修の報告、ﾛｰﾀｰｱｸﾄ委員会の現状報告
を受けて来ました。
2、村山征彦・親睦ｽﾏｲﾙ委員長より、前回 100 万ﾄﾞﾙ例会
参加のお礼。来週の「ｸﾘｽﾏｽ家族会」の参加お願い。
内容は、女性ｺｰﾗｽｸﾞﾙｰﾌﾟ「ﾑｼﾞｶｺﾗｰﾚ」によるｸﾘｽ
ﾏｽｿﾝｸﾞ、他ﾏｼﾞｯｸｼｮｰなどを企画しております。
3、佐藤栄治・社会奉仕委員長より、わくわくランドの花壇
植え替えのひまわり園との打ち合わせを行いました。ク
ラブでも植え替えの有志を募りますのでお願いします。
4、佐藤 豊・ゴルフ愛好会会長より、新庄での三クラブゴ
ルフコンペの報告が有りました。参加 4 名、優勝・佐藤
豊 ドラコン・高橋繁夫、村山征彦 でした。
○職業宣言文の朗読は國井和行さんでした。
○ソングのタクトは永山和敏さんでした。

スマイル
来訪

歓迎

コンぺ
お礼

近況

佐藤豊彦

（平成２６年１１月１９日例会）

紹介：佐藤栄治君

ロータリー財団月間です。ご協力お願します。（天童ＲＣ・ロータリー財団委
員長）
和田 實
R 財団月間に因みお呼び頂きありがとうございます。（米沢ＲＣ・奉仕プロジ
ェクト委員長）
村山光男
今日はお疲れ様です。佐藤豊彦財団委員長、和田 實委員長のお２人を歓迎致
します。
志田泰久
ロータリー財団、佐藤豊彦委員長、奉仕プロジェクト和田 實委員長、本日の
卓話よろしくお願いします。
新関弥一郎
佐藤・和田両氏を歓迎いたします。ごくろうさまです。
古瀬正勝
佐藤豊彦ロータリー財団委員長、和田 實奉仕プロジェクト委員長、今日はご
くろうさまです。
結婚記念日のお花ありがとうございます。
佐藤 豊
和田 實さんを歓迎してスマイルです。
佐藤 豊
新庄アーデンゴルフ場で新庄・東根中央・天童東の三クラブゴルフコンペでハ
ンデホールにめぐまれ優勝しました。
押野 宏
日曜日に孫が足をくじいて高橋先生に診てもらいました。ありがとうございま
した。
村山征彦
１００万ドル例会ご協力ありがとうございました。矢萩さん、櫻井さん、ごは
んなくなりすみませんでした。
櫻井秀一郎 ③ おかげさまで南町耳鼻咽喉科、５月で法人化を完了し、無事故で２周年を迎え
ることができました。
私自身も特に大病をわずらったりせず、３８歳になりました。
家内と子供たちも元気で都内で暮らしております。

