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日増しに寒さが 感じられるこの頃です。
皆さん こんにちは！私ごとですが 昨日創業 110 周年 祝賀会があり
ご出席を頂きました皆さん ありがとうございました。
さて 私が学生時代 打ち込んでいたスポーツに「柔道』があります。
中学から大学まで 8 年の懐かしい思い出を 今日はお話致します。
嘉納治五郎氏が創始者で 幼少から体が弱く 丈夫な体で 強くなりたいという一心で学び
柔よく剛を制すのごとく 心身の力を最も有効に使用するものとして技術を磨くという教
えです。以来 オリンピックの正式種目となり 日本柔道から世界の柔道として 皆さんも良
く知られるようになりました。礼に始まり 礼に終わる という教えは 人間形成を行うもの
としては 礼の精神は欠かせないものとなりました。
近年の柔道は 私なりに見ますと、技あり 一本から 有効 そして指導と 勝つ柔道から 負
けない柔道に 変貌しております 。また、柔道着も青色になり 神聖なものが 失われてい
く様に 感じられます。様々なスポーツがございますが 体と心を鍛え 今では 『攻撃は最
大の防御なり』のごとく 経営に生かされていることは 厳しい体験とともに 大変良い思い
出の一つです。皆さんも 学生時代の思い出を 時には振り返って見ては いかがでしょうか。
本日の卓話

新関彌一郎ＰＧの代打の卓話
地区社会奉仕委員会

武山

茂

委員長

財団の前に面白い話
SMS について・・・・ソーシャル･ネットワーキング・サービス
T ツイッターでは座間の九人殺害の事件、ツイッター社はカブを
挙げたのか下げたのか F フェイスブック～2800 地区の方々や阿部米
位さん・赤塚会長・鞍掛彰秀さんが参入し,ロータリアンの参入でカブを挙げた感じ！特に
阿部米位氏は“素敵なお金持ちおじさま”というイメージです。L ラインでは、鞍掛先生が
昨年“ロータリークラブ(5)”というグループを作りました。私には、武山家(8) がありま
す。山形・仙台・埼玉・東京 に居る家族がつながっています。
財団のお話です

⑴ ロータリー財団～我々の寄付,ⓐクラブが納める一人

＄５０×レート×人数

ⓑ個人寄付
＄１００ が基本
このⓐ、ⓑの合計が＄１５０×クラブ人数が目標 2800 地区は、会員数 1550 名で
一人平均 ＄１００ が現状、１６００×＄１００＝１６０,０００ ﾄﾞﾙ
三年後にこの金額が地区に戻ってくる。日本円に直すと約￥1760 万 50％の￥８８０万が
ＷＦ・国際財団補助資金として、Ｒ財団管理委員会が管理し残り５０％が ＤＤＦ・地区
財団活用資金（￥８８０万） ⓒ５０％￥４４０万がグローバル補助金
ⓓ５０％￥４４０万が 地区補助金
⑵ グローバル補助金～外国のロータリークラブと協力してやる事業
一回目の“タイの子供たちにキレイな水を”300 万（ⓒＤＤＦから 150 万、ＷＦ・
国際財団補助資金から 150 万） 毎年地区に戻る約 440 万は３、４年はプールされるが
使わないと他に回される。
※ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金は、ロータリー財団の重点分野・６項目に使うことが出来る、水と衛生・
疾病予防・基本的教育と識字率・平和と紛争予防・母子の健康
※申請国と相手国のロータリークラブが協力して推進する事業～大変理に適っています
※地区補助金を使って“小さなセクション”から始めるのが良い。
※国際奉仕委員会の重要な活動
（3）グローバル補助金（３万ﾄﾞﾙ～・いつでも実施可能）と地区補助金（1 ｸﾗﾌﾞ,上限 30 万+
ｸﾗﾌﾞ 15 万・前期 3/31 が申請締切）のかかわり
国際奉仕は、外国に対しての奉仕と日本に来ている外国人に対しての奉仕＋クラブ独自
事業、
社会奉仕は、日本国内の奉仕と我々の地域に密着した奉仕＋クラブの継続事業、
上記⒉委員会は、（地域奉仕グループ）と括られる
＊ｸﾞﾛｰﾊﾞﾙ補助金は、①外国に友好クラブがあればそこで事業を探すタイの別事業など
＊ ；
；
②友好クラブを直接探すか、地区補助金で事業を行い⇒G 補助金
モンゴルのトイレ設置＆リコーダープレゼント
(4)今回の天童東 RC の奉仕目標は、そして次年度は
国際奉仕委員会～BDGK･RC へ イタリアの小学校へ ソロバン 100 リコーダー100
地区補助金を使うなら～2118 年 3 月 31 日が申請締切
社会奉仕委員会～東日本震災・避難者支援で、祈念桜・一人一本の植樹・懇親事業
地区補助金を使うなら～2118 年 3 月 31 日が申請締切
震災支援資金を使うなら～2118 年 5 月 31 日が申請締切
⑸ 地区補助金は、1 ｸﾗﾌﾞ,上限 30 万+ｸﾗﾌﾞ 15 万・前期 3/31 が申請締切
昨年は、2800 地区の５０クラブ中３２ｸﾗﾌﾞ実施
⑹ 東日本震災事業・補助金
＊2800 地区が災害が起きた時に“支援金”をすぐに対応できるように、あらかじめ地
区内クラブから会員数×3000 円を集めている。「東日本震災等災害特別支援金」
◉熊本地震など・・災害がなくお金が残りすぎた分で、社会奉仕委員会で東日本震
災事業を行っているクラブに上限３０万で支援金がもらえる。
クラブ 1/3 拠出・申請締切 5/10～6/30

幹事報告
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勝博
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1. ＩＭが 11 月 26 日行われますが、式典は 13 時から滝の湯で、懇親会は 15 時 45 分より
ホテル王将で行われますので、ご注意ください。なお、駐車場はホテル王将をご利用く
ださい。11 月 29 日は振替休会となります。
2. ガバナー事務所より地区大会参加のお礼状と、地区大会表彰者案内が来ております。回
覧しますのでご覧ください。
3. 復興ボランティア支援センターやまがたより、避難者向けフリーペーパー「うぇるかむ」
が届いております。11 月 1 日の祈念植樹の記事が載っていますのでご覧ください。
4. 山形県社会福祉協議会より「たすけあい」11 月号が届いています。
出席報告
永山和敏委員長
本日会員 53 名 出席者 39 名 出席率 81.3％
義務出席者 48 名
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前々回出席率 87.2％に修正いたします。

親睦・スマイル委員

昨日、創業 110 周年を迎えました。
今後ともご指導お願いいたします。
赤塚会長 110 周年おめでとうございます。
パーティーお疲れ様でした。
赤塚会長、赤塚製氷 110 周年祝賀会大成功おめでとうございます。
佐藤千夜子杯手伝ってきました、盛会でした。
赤塚製氷 110 周年記念おめでとうございます。
結婚記念日 お花、有難うございました。
富山市へ創業者、飯田鉄男の墓参り、所員と行って来ました。往復
1,000 ㎞走ってきました。
本日卓話はピンチヒッター武山さんです、ピンチヒッターでも
ホームランバッターですね。期待しております。
武山さん、ＰＧ新関さんよりいい話を期待しています。
武山さん、本日の卓話ご苦労様です。勉強させていただきます。
武山さん、今日の卓話宜しくお願い致します。
結婚記念日のお花頂きありがとう御座います。
企業創立記念日
三瓶社長、社屋完成おめでとう御座います。夜の照明がおしゃれです。
赤塚会長、赤塚製氷様の創立 110 周年記念おめでとう御座いました。
素晴らしい式典でした。有難うございました。
先日、ＹＢＣ青山アナの番組収録がありました。今日の 2 時から
放送です、宜しければお聞き下さい。
ちょい悪、じじいのスマイル発表初仕事です。
佐藤豊様・緑三郎様・水戸部陽一様・村山光男様・斎藤栄一様
企業創立記念日おめでとう御座います。

