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月間です 

 

 

 
 

 

 

11 月はロータリー財団月間です 

 

 

【前回の卓話】「ロータリー財団１００周年を迎えて」  
国際ロータリー第 2760 地区 奨学基金平和フェローシップ委員会 副委員長 矢頭功生君(豊田東 RC) 

ロータリー財団は、皆様からのご寄附を、世界中の人々への奉仕に役立てています。 

例えばポリオ撲滅や平和の推進といったロータリーの優先活動の為に有効に活用しています。

財団の活動は、身体障がい者への支援から始まり、ポリオの撲滅に向けた予防接種の推進に力

を注いでまいりました。国際協力や平和へのフェローシップに関する教育の機会提供は、ロー

タリーの重要な使命であります。また国際理解や人道的支援にも取り組み、持続可能な活動を

目指しています。ロータリー財団の活動は、世界を変える手段の一つであります。 

ロータリー財団では、100 周年を記念する特別寄附をお願いしております。歴史的な年度に、年次基金、恒久

基金、ポリオプラス基金への寄附合計金額を３億ドルとしました。岡崎東 RC 様から頂きました年次寄附は、

「5,281 ドル」一人当たり 91 ドルであります。本年度は、当地区において 180 ドルを目標にしています。

ロータリー財団 100 周年を迎え、募金目標の達成に、地区ロータリアンのご協力をお願いするものであります。

財団への寄附は、認証を受けることができます。ポールハリスフェローは、個人を対象にした認証であり、クラ

ブに対する認証もあります。これらの寄附は、３年後には 50％活動資金として地区へ戻り活用することができ

ます。地区補助金といい、地区やクラブのプロジェクトに利用できます。申請にあたり、参加資格の認定を受け

る必要がありますが、プロジェクトに対する効果は大きいものがあります。岡崎東 RC の皆さんにもぜひご活用

いただきたいと思います。1917 年 6 月、アーチ・クランフが提言した「世界でよいことをするための基金を

作ることが、極めて適切であると思われる」を、ロータリアンとして再確認をしたいと思います。 

 
石川委員長/卓話者 矢頭功生様 

 
ロータリー財団 100 周年を迎えて 

 
11 月お誕生日おめでとう！ 

 
ようこそ！本日のビジター様 

【前回の会長挨拶】（第 2091 回例会） 

11 月７日は立冬でした。「日脚にわかに短く、つるべ落とし」「野に枯葉舞う」季節とな

りました。これから寒さが厳しくなります。体調管理に十分努めてください。 

11/５･６ウェスティンナゴヤキャッスルにて小牧ＲＣホストにより地区大会が行われ

ました。多くの方が一年前を思い出していることと思います。出席された方はお疲れ様で

した。ＲＩ会長代理の水野功さんが挨拶の中で「地区大会に出席する人は退会しない確率

が高い」と言われていました。来年は名古屋大須ＲＣホストにより 11/18･19 ウェステ

ィンナゴヤキャッスルで行われます。多くの皆さんに、退会防止のためにも参加して頂きたいと思います。 

本会議では、前年度の地区大会ホストクラブということで市川実行委員長が登壇され表彰されました。 

もう一つ印象的だったのはロータリー財団創立100周年記念イベントの３つのプログラムのうちの一つです。

それは、ロータリー日本財団理事長の千玄室大宗匠のご講演です。覚えている方もいると思いますが、2004

年に国際大会が大阪であったときの統括委員会の委員長をされた方です。現在は、利休居士第 15 代 裏千家前

家元 鵬雲斎 千玄室 さんです。「一碗からピースフルネスを」という言葉を掲げて茶道のこころを世界中の

人々に伝えている方です。このような方がロータリー財団の重要性について熱く語られました。私含め出席した

人は心の残る素晴らしい話を聞かせて頂きました。 

「2025 年に向けた地域医療構想とその問題点」 
岡崎市民病院 院長 木村次郎様 

4４期【No.15】第 2092 回例会                        2016/11/17 
 （過去 3 回の修正出席率 9/29：100％ 10/6：94.34％ 10/13：98.11％） 

【本日の卓話】         
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幹事報告  
■ 地区大会に多数ご参加有難うございました。前年度地

区大会ホストクラブの感謝状を頂きました。 

■ 地区指名委員会より2019-20年度ガバナーノミニー

に伊藤靖祐君(江南 RC)選出の報告が届いています。 

■ 本日、名鉄グランドホテルで開催されるクラブ職業奉

仕委員長会議に春名祐樹君に出席して頂きます。 

■ 本日例会終了後、ローレライにおいて理事会が開催さ

れます。理事役員の方は出席をお願いします。 

■ 本日 18 時半より魚清にて指名諮問委員会が開催され

ます。出席の方は宜しくお願いいたします。 

■ 岡崎美術博物館より「藤井コレクション 長谷川リンジ

ロウ展」開催のご案内と招待券 2 枚が届いております。 

ビジター報告  【岡崎 RC】1 名【岡崎南 RC】1 名 

出席委員会   本日の出席率 90.74%(欠席 5 名) 

前々回(10/13)修正出席率 98.11％(欠席 1 名) 

ﾛｰﾀﾘｰ財団委員会  年次寄付/小銭寄付のお願い 

雑誌委員会  ロータリーの友 11 月号のご紹介 

青少年奉仕委員会  ロータリーデー芋掘り収穫体

験開催のご案内 

ニコボックス委員会  

 地区 R 財団 矢頭功生君 本日卓話をさせて頂きます。 

 岡崎南 RC 太田進造君 本日は宜しくお願いします。 

 小林清文君･酒井賢君 地区大会お疲れ様でした。 

 野村政弘君 矢頭功生様のご来訪を歓迎します。 

 小木曽進君 皆出席おめでとうございます。（30 年） 

 新浪勝也君 皆出席おめでとうございます。（22 年） 

 草野信隆君 本日早引きします。 

 宇野弘隆君 光ヶ丘女子高校合唱部、全国大会で金賞

を頂きました。 

 南鉉君 足立汎和様ありがとうございました。 

 小出一輔君 本日、初司会させて頂きます。 
 生駒尚久君･小木曽進君･西脇謙二君 ニコに協力します。 

【住所変更のお知らせ】黒井克宣君  岡崎市羽根町西 1 丁目２－４

11・12 月の例会予定 

例会予定 例会会場 内容 

11/24(木)12:30～ 岡崎市美術博物館 「移動例会」      岡崎市美術博物館 副館長 堀江登志実様 

12/1(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「末広」 「クラブ年次総会」 

12/10(土)18:00～ 名鉄ニューグランドホテル 「年忘れ親睦家族例会」 

12/15(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「日本の国土の 70％の現状」額田木の駅プロジェクト 鈴木啓允様 

12/22(木)12:30～ 岡崎市竜美丘会館「501」 「半期を振り返って」会長 小林清文君・幹事 酒井賢君 

12/29(木)  定款第 6 条第 1 節の規定により休会です 

他クラブ例会変更・休会のお知らせ 

変更予定日 RC 名 サイン受付場所 

11 月 28 日（月） 豊田西 定款第 6 条第 1 節の規定により休会 

11 月 30 日（水） 知立 ホテルクラウンパレス知立 501 号室 11:30～12:30 

12 月 7 日（水） 三河安城 ホテルグランドティアラ安城 1 階 11:30～12:30 

12 月 13 日（火） 岡崎南 岡崎ニューグランドホテル１階 11:30～12:30 

12 月 14 日（水） 岡崎 岡崎出雲殿１階 11:30～12:30 

12 月 16 日（金） 安城 碧海信用金庫本店 3 階 11:30～12:30 

12 月 19 日（月） 豊田西 名鉄トヨタホテル 1 階フロント前 11:30～12:30 

12 月 19 日（月） 豊田三好 三好保田ヶ池センター2 階 18:15～19:15 

12 月 19 日（月） 刈谷 刈谷商工会議所 3 階事務局 11:30～12:30 

12 月 20 日（火） 岡崎城南 岡崎ニューグランドホテル１階 17:30～18:30 

同好会便り 

同好会 開催予定日 場所 内容 

あづま会 11 月 30 日（水） 額田 GC 定例会 

ひよどり会 12 月 8 日（木） チャーム 定例会 

写楽会 有志による写真を、メーリングリスト・例会場にて展示 


