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本日

11月25日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
会員スピーチ
「牧野植物園はその先へ」
水上
元 会員

第2474回 例会報告／令和２年11月４日

天候

◇ロータリーソング
「君が代」
「四つのテスト」
◇会 長 挨 拶
皆さんこんにちは。11
月になりました。ロータ
リー財団月間です。
皆さんの持ち物の中で
誰かと結び付いてるもの
はないでしょうか。私の
場合ガソリンとなれば福岡さんが浮かび、で
きるだけ洞ヶ島のガソリンスタンドに行くよ
うにしています。また、我が家のカーテン、
ロールスクリーンは以前、𠮷永室内工芸さん
にお世話になりましたし、このスーツは森田
くんの紹介で誂えました。このように意外と
形のあるものはいろんな方と繋がってるなと
思います。
では行動についてはどうでしょう、私は10
年ほど前からペットボトルのキャップを集め
ています。きっかけは後輩の呼びかけです。
その後輩がいろんな人からペットボトルのキ
ャップ集めて、それを活用される団体に送っ
てるという話を聞き、集めるようになりまし
た。
数年前、浄水器を買うまでは我が家のペッ
トボトルは１日に３本、４本と消費すること
もありました。当然、言いだしっぺの私がペ
ットボトルの掃除係で、洗って専用の袋に入
れ同時にキャップも集めるという作業をして

次週

12月２日㈬ 12：30 ザ クラウンパレス新阪急高知
五大奉仕中間発表・年次総会

晴

いました。その作業は自然と習慣になり、
２、３年がたつとあることに気がつきました。
それはペットボトルを洗ったりしているとき、
常に呼びかけた後輩の顔が浮かぶということ
です。家族や職場の同僚でなく、また週１回
集まる同士ではなく、年に何回も会うことが
ない人を２日に一度思い浮かべる、そんな人
が果たして自分の中で何人いるのかなと。つ
まり習慣化した中でキャップを通じてその後
輩を思う、これがもし商売だったら凄い印象
操作になるなと思ったのと、負担を感じるこ
となくペットボトルと向き合ってる自分に気
づいて、良いことを習慣にすることのメリッ
トも感じました。
ではロータリーに目を向けるとどうでしょ
うか、時々ほかのクラブの会員から「東クラ
ブさんは100％出席だから大変だよね」と言
われます。しかし、少なくとも自分の場合
「そのことは負担に感じていないので大変だ
とは思っていないよ」というお話をします。
つまり習慣になっているからだろうと思いま
す。
ロータリーにおける毎週例会に出席する行
動、胸にロータリーバッジを付けている意味、
これらは皆さんの中で習慣化し、生活の一部
になっているのではないのでしょうか。その
ことによってどのような意識が働くでしょう
か。少なくともご自分がロータリアンである
ことを自覚されることでしょう。そして、な
ぜその立場に身を置いているのか、その理由
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に思いをはせることは少なからずあるだろう
と思います。ただ習慣に伴うロータリーへの
関心となると、それはやはり消極的になりま
す。
今年のクラブのテーマに掲げましたが、積
極的に楽しもうとすることによって、さらに
ロータリーを深く理解する機会に出会えると
確信しています。
因みに浄水器を導入し、妻も水筒に煮だし
のお茶を入れて職場に行くことになり、我が
家のペットボトル消費量は月に２、３本くら
いになって、SDGsを意識しているわけでは
ありませんが、非常に環境に配慮した生活に
なっています。
◇来訪ロータリアン及びお客さま
米山記念奨学生 レ・ティ・フィエンさん
◇米山記念奨学生
レ・ティ・フィエンさんに
奨学金をお渡ししました。
◇親睦委員会より
来週11日の例会は休みですが、夜、歓送迎
会があります。現在29名の出席。今回は２月
のⅠＭの料理を試食していただきますので、
出欠未定の方も、まだ間に合いますので出席
いただければと思います。

◇会員スピーチ

◇11月の会員祝日（敬称略）
会員誕生日
西山 忠利
別役 重具
寺尾 正生
中越 貴宣
配偶者誕生日
関 紀久子
水上 由美
松野 壽子
家庭記念日
福岡満喜子
武吉 佳月
広瀬 雅彦
岡本 淳一
松野 宏司
入会記念日
野町 和也
中越 貴宣
松﨑 郷輔
西森
大
中西 克行
◇会 長 報 告
猿田先生に続き、秋の叙勲で鬼頭愼一会員
が旭日双光章の栄に浴されました。早速お祝
いの席の段取りも進めたいと思います。
◇幹 事 報 告
11月のロータリーレートは1ドル104円です。
例会終了後、理事会を行います。
来週は休会です。
自筆の遺言書を法務局が預かってくれると
いう制度について、法務局から自筆証書遺
言書保管制度のチラシが届いていますの
で、ぜひご一読ください。

ロータリー財団委員会 副委員長 山村

一正 会員

「ロータリー財団委員会報告」

ロータリー財団の使命は、ロータリアンが
人々の健康状態を改善し、教育の支援を高め
貧困を救済すること、これらを通じて世界理
解、親善平和を達成できるようにすること、
非営利組織であるロータリー財団はロータリ
アンをはじめ、より良いビジョンを共有する
財団支援者の方々からの自発的な寄付にのみ
よって支えられるということです。標語は
「世界でよいことをしよう」
ロータリー財団は1917年の６月、アメリカ
ジョージア州アトランタ国際大会にて提案さ

れ、1928年ミネアポリス国際大会にてロータ
リー財団として認証。国際ロータリーから独
立した別機関として、1983年米国イリノイ州
法令のもとに非営利財団法人となります。
財団の提唱者であるアーチC.クランフは、
クリーブランドＲＣの創立会員で、1912年同
クラブの会長、1915年採択の標準ロータリー
クラブ定款・細則の制度に関わった一人です。
ロータリー地区、地区ガバナー職、年次地区
大会などの提唱者の一人で、ロータリー財団
の父と呼ばれています。
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その後、ロータリー財団は1928年９月での
主張により、財団プログラム、学生の交換、
奨学金、グループの交換、研究グループの交
換、国際事業関係という大きな三つの柱で展
開していくことになります。
ロータリー財団には２種類の補助金があり
ます。一つは地区補助金。地元や海外の地域
社会のニーズに取り組むため比較的規模の小
さい短期的な活動を支援するもので、各地区
はこの補助金を分配するプロジェクトを独自
に選び、活動の種類を考える。人道的プロジ
ェクト、奨学金、青少年プログラム、専門職
業を持つ人々からなる職業研究チームの派遣。
つまり、知識とか能力というものをあちこち
に持っていって、それで人助けをするという
もので、精神性がある宗教関係者も入ってい
けるという理由は、この辺にあるのだと思い
ます。
もう一つのグローバル補助金は、ロータリ
ーの重点分野に該当し、持続可能かつ測定可
能な成果をもたらす大規模な国際的活動を支
援するものです。クラブと地区はグローバル
補助金を通じて地域社会のニーズに対応する
活動を行うことでグローバルなパートナーシ
ップを強化できる。グローバル補助金は次の
ような活動に使用可能。人道的プロジェクト、
奨学金、職業研修チーム派遣。グローバル補
助金は、ざっくりいうと地区から３倍くらい
の寄付が出たりします。長期の留学生などの
支援についてもなかなか手厚いのですが、審
査が難しいというところがあります。
地方とグローバル、国際的な奉仕活動と目
の前の奉仕活動の２系統があって、申請した
らお金を下ろしてくれるというものです。た
だ、財団の中でよく聞くのが継続事業という
ことです。うちのクラブは毎年植林をしてま
す。うちは毎年サッカーとか、野球、剣道の
スポンサーになってます。という活動に毎年
申請して、財団の援助金を使うというのは、
今までなあなあなあでやってたんですが、で
も本当はそれは違うというかそれでいいのか
なっていうのもあって、癒着であったり、
ロータリアン自体が物を考えなくなるのでは
ないかと危惧する方もおられるということで
す。反面、継続事業は継続事業でいいじゃな
いかという方もいて、そこはなかなか難しい

ところで、その辺りの調整を財団がしている
のが事実だと思います（2013年緩和される）
。
グローバル補助金にしても何にしても重点
的にやる活動というものがあります。平和機
構と紛争予防、疾病予防と治療、水の衛生、
母子の健康、基本的教育と識字率向上、地域
社会の経済発展、環境の保全、ポリオなども
ここに入ってくるのでしょうが、今後も、こ
の七つが均等に重点的なポイントになるかっ
ていうと、時代の流れによって、変化をして
いく可能性はあると思います。
私は、財団は３年で一期ですからと言われ
て引き受けたものの、今では沼にはまって出
られなくなっています。財団は人がやろうと
している奉仕活動に対して、補助金のパーセ
ンテージを決める仕事なので、恨まれたり嫌
われたりしないよう公平を保って、なおかつ
我田引水をしないというスタンスじゃないと
駄目ですというようなことを常々言われてい
ます。なくてはならない仕事ですが、財団に
関わってる人は、それなりに皆さん苦労をし
ていることを知っていただきたいと思います。
また、今まで少し使い勝手の悪い財団でした
が、2013年頃から審査も少し緩くなっていま
すので、皆さんも遠慮なく企画を出して、申
請をしていただきたいと思います。
今後のスケジュールについて、
2020年11月28日 高松パールガーデンにて
補助金セミナー
2020年12月６日 三翠園で同じく補助金管
理セミナー
2021年３月７日 四万十市でＰＥＴＳ・Ｄ
ＴＴＳ
2021年３月28日 高知市で地区研修協議会
2021年４月初旬 奨学金選考会
2021年５月15日・16日
高松で地区大会
（規模縮小での開催予定）

2021年10月から11月頃
補助金委員会
2021年12月頃
徳島、愛媛で補助金管理
セミナー
以上です。全く理解してない財団の副委員
長がご説明しました。
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◇出席率報告
総数 出席 欠席
11月４日

−4

53 40

5

10月21日

−2

54 47

0

メイク
アップ

HC出席率 出席率

4

75.47％ 89.80％

4

88.68％

100％

別役重具 誕生日祝いお礼。既に古希を過
ぎ大分になります。
中越貴宣 お誕生日と入会記念のダブル祝
い、ありがとうございます。
松野宏司 妻の誕生日祝いと家庭記念日祝
いをいただきました。ありがとうございまし
た。
関 淑公 家内の誕生日記念お礼。嫁さん
がバースデーケーキを持って来て知りました。
武吉佳月 家族記念日のお祝いありがとう
ございました。
岡本淳一 家庭記念日のお祝いありがとう
ございます。結婚記念日を忘れてました。あ
■高知東ＲＣ当面の日程
12月２日㈬ 五大奉仕中間発表・年次総会
定例理事会
12月16日㈬ 役員会（例会前）
12月23日㈬ 忘年夜間例会（ラ・ヴィータ）
12月30日㈬ 休会（年末年始）
2021年
１月６日㈬ 時間変更例会
（ザ クラウンパレス）
定例理事会（例会前）
１月27日㈬ 職場例会
役員会
■例会変更のお知らせ
高知北ＲＣ
12月７日㈪

職場例会

りがとうございます。
福岡満喜子 結婚記念のお祝いありがとう
ございました。仏壇に供えます。
広瀬雅彦 13回目の結婚記念となります。
ありがとうございます。
中西克行 入会記念祝いありがとうござい
ます。2013年11月27日に入会させていただき
早や7年が過ぎました。これからもよろしく
お願いします。
松﨑郷輔 入会記念の品ありがとうござい
ました。
西森 大 入会記念のお祝いいただきあり
がとうございます。これからもよろしくお願
いいたします。
近森範久 山村さん卓話ありがとうござい
ました。これからも地区での委員会活動頑
張ってください。
ザ クラウンパレス新阪急高知 いつもお世話
になり、ありがとうございます。
◇遅刻・早退 ３件

高知中央ＲＣ 12月17日㈭
高知西ＲＣ
12月18日㈮
高知北ＲＣ
12月21日㈪
高知ＲＣ
12月22日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月22日㈫
高知南ＲＣ
12月24日㈭
高知中央ＲＣ 12月24日㈭
高知西ＲＣ
12月25日㈮
高知北ＲＣ
12月28日㈪
高知ＲＣ
12月29日㈫
高知ロイヤルＲＣ
12月29日㈫
高知南ＲＣ
12月31日㈭
高知中央ＲＣ 12月31日㈭

夜間例会
忘年夜間例会
クリスマス夜間例会
忘年夜間例会
夜間例会
夜間例会
ロータリー休日
ロータリー休日
年末休み
年末休み
年末休み
年末休み
年末休み

● ニコニコ箱 ●
ニコニコ

チビニコ

合

計

先週まで

520,261円

7,993円

528,254円

11月４日

44,500円

300円

44,800円

今期の累計

564,761円

8,293円

573,054円

●会長／竹村克彦 ●幹事／西森やよい ●雑誌会報委員／永野正将・関 淑公
●例会日／毎週水曜日12：30PM〜1：30PM ●例会場／ザ クラウンパレス新阪急高知 （088）
873−1111
●事務所／高知新聞放送会館６階 〒780−8572 高知市本町3−2−15
直通（088）
824−8660
ホームページアドレス
（PC・携帯共通）
http://www.kochi-east-rc.com
メールアドレス 事務局／hcrc@coﬀee.ocn.ne.jp 広報ＩＴ委員会／info@kochi-east-rc.com
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