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2013 年 11 月 14 日（木） 第２６０３回例会 天候：晴れ 司会：古知屋光洋副幹事 No. 19
＊＊＊茅ヶ崎ＲＣ会報は当クラブホームページ［http://www.chigasaki-rc.com］からもご覧頂けます

＝本日の例会行事＝
◇歌唱

「我等の生業」 「四つのテスト」

◇会長挨拶

◇幹事報告

◇カジャンＲＣとのＷＣＳについて

田中賢三君

◇委員会報告 姉妹クラブ

◇卓話 「未来の夢計画について」山田雅孝様 （地区財団補助金委員会委員長・平塚西ＲＣ）

ゲストスピーカーの脇洋
一郎様（茅ヶ崎湘南ＲＣ）

↑山田雅孝様
右は例会後に
行われた研修
会風景

Ｒ俳句（十一月十四日）

二歩三歩妻の後ゆく今朝の冬

小春日の駆け行く子等の軽さかな

とつくに

立冬や飛行機雲の一直線

時差ぼけて外国に見る菊花展

取り分けの妻の太箸うどんすき

橙をとどけし人の庭自慢

あ けび

竜胆を山の下りに見つけけり

一夜風に傷つけられて通草の実

佃島冬日の揺るる舟溜り

すき焼や背高き孫の手も長し

初しぐれ笹竹ややにうなだるる

侘助や老いて越さるる事ばかり

清水けん一

平井しげる

池上 玉章

石井 作

小澤 留峰

角田とし子

◎ゲスト・ビジター紹介
山田雅孝様（ゲストスピーカー・平塚西ＲＣ）
◎幹事報告
◇ガバナー事務所より
＊“第６回新会員の集い”－会員相互の親睦と意見交換の
会－ 登録の依頼
・２０１４年 ２/１４（金）～２/１５（土）（１泊２日） ・箱根ホテ
ル小涌園 ・会費：１０，０００円（クラブ負担）
＊「新会員の集い」の開催に先立ちアンケートの依頼
・回答期限 ①クラブアンケート １１/２９（金） ②新会員
アンケート １２/１３（金）
◇茅ヶ崎市より 平成２６年茅ヶ崎市消防出初式 臨席の
案内
・２０１４年 １/１２(日) ９：３０ ・茅ヶ崎市茅ヶ崎３－３－５
（東邦チタニウム株式会社グランド）
◇茅ヶ崎商工会議所より
＊前会頭 田中賢三氏 退任の挨拶 ＊会頭 山口利
通氏・副会頭・専務理事 就任の挨拶
◇ハイライトよねやま１６４ ◇タウンニュース
◎例会変更
☆藤 沢
１１/２７（水） １８：００点鐘 日本料理「松川」
ビジター費：7,000 円
１２/２５（水） １８：００点鐘 クリスタルホテル
ビジター費：8,000 円 （クリスマス家族会）
☆藤沢東
１２/２４（火） １８：００点鐘 クリスタルホテル
ビジター費：8,000 円 （クリスマス家族会）
◎会報着 台北西北・綾瀬
◎委員会報告
姉妹クラブ［加藤会員］：玉蘭荘からの書籍、元米山奨学生
の著書『我が妄想』の紹介

11 月 14 日に開催された俳句同好会句会に於ける作品のご紹介です

◎出席報告 加茂正司会員
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スマイル報告

杉田祐一会員

山田雅孝様（地区財団補助金委員会委員長・平塚西ＲＣ）
此の度は財団月間卓話としてお招きを戴きありがとうご
ざいます。また、日頃より会場ではお世話になっています。
出口敬純君＆横山貢君

山田地区財団副委員長、本日は卓

話・研修会よろしくお願いします。山口さん、会頭就任お
めでとうございます。田中前会頭、長い間お疲れ様でした。
田中賢三君 地区財団山田さん、たいへんお世話になりま
す。本日はよろしくお願いします。
清水賢一君 平塚西ＲＣ山田様、ようこそ。卓話たのしみ
です。先週、結婚祝をわすれていました。失礼しました。
平井

茂君 山田様いらっしゃいませ。久しぶりにロンド

ンの娘の所へ行ってきました。
池上

實君 財団のプロフェッショナル、山田雅孝様の卓

話を楽しみにいたしております。
古知屋光洋君

ゲストスピーカーの山田様、卓話よろしく

お願いいたします。
和田幸男君 ゲストスピーカーの山田様、よろしくお願い
致します。
澤邑重夫君 山田さんようこそ。本日は卓話よろしくお願
いいたします。
加藤

寛君 山田様、本日のスピーチ宜敷くお願い致しま

す。
成田栄二君 ゲストスピーカーの山田財団補助金委員長、
卓話よろしくお願いします。
加茂正司君 ゲストスピーカーの山田様、本日は宜しくお
願いいたします。
粂

仁夫君 ゲストスピーカーの山田雅孝さん、卓話よろ

しく。
程島利通君 山田雅孝様、卓話有難うございます。
小林

亨君 ゲストスピーカー平塚西ＲＣの山田さん、本

日はよろしくお願いいたします。
大森久巳男君

平塚西ＲＣ山田雅孝様、卓話宜しくお願い

致します。
梅田弘人君 ゲストの山田様、卓話よろしくお願い致しま
す。明日は紅葉を見に行こうと思いますが、天候が気にな
ります。
西山国男君 山田雅孝様ようこそいらっしゃいませ。卓話
宜しくお願いいたします。
吉田恵子君 朝夕の寒さにびっくりしています。夕暮れの
早さに秋の深みをつくづく感じております。
大木

暁君

11 月一杯は“コートなし”でいこうと決めて

いましたが、ここ数日の冷え込みに負けて、今日からコー
トを着ることにしました。
水嶋

聡君 山田様いらっしゃいませ。みな様に幸あれ！

［本日 23 件、30,000 円です］

修正出席率
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卓話「『未来の夢計画』について」
地区財団補助金委員会委員長・山田雅孝様（平塚西ＲＣ）
現在、ロータリー財団は 2017 年目指して動いています。
この年、財団が出来て百周年です。ここでポリオ撲滅宣言を
したいということです。「もしポリオを撲滅できたらノーベ
ル賞ものだ」と言われています。財団というと寄付を集めて
終り、といったイメージがありましたが、やはりロータリア
ン自身の実践行動が大事で、『未来の夢計画』を始めてから
は、もっとロータリーは世間に対して正しく広報してゆこう
ということになっています。外からの評価に注視する姿勢を
持つ中で、その中心にあるのがポリオ撲滅です。
一時は年間 35 万件あった発症数が現在 1,000 件未満とな
り、99.9%は撲滅しました。常在国としてはパキスタン、ア
フガニスタン、ナイジェリアでこの地域はかなり少なくなっ
てきています。去年、常在国以外、ソマリア等で増えてしま
いました。ほとんどが紛争地域です。ナイジェリアはロータ
リアンがなかなか中に入り込めない場所で、死傷者も出てい
ます。インドのように平和なところでロータリアンが一緒に
努力すれば何とかなる、といった所ではありません。なので、
ほぼ撲滅に近いところまで来ましたが、最後の最後が難しい
ですね。是非ともご支援をお願いしたいと思います。
ロータリーは各国の政府を動かして、ポリオ撲滅へと協力
してもらうという活動もしてきまして、日本も田中作治前会
長の時、パキスタンに対する円借款を取りつけています。１
人当たりの寄付額はかつては日本が１位でしたが、現在は４
位となっています。
2011-12 年度年次寄付としては１億 1,000 万ドル、その他
も含めると総額１億 8,200 万ドル、2012-13 年度は年次寄付
もさらに増えています。どういったものに使われているかと
いうと、人道的なものに 4,800 万ドル、ポリオに対しては１
億ドル使われています。教育的なもの、つまり奨学金に
1,600 万ドル等となっています。ロータリー財団の間接費は
約 20%となっています。ロータリーでは比較的、直接プロ
ジェクトにお金が使われていると思います。
財団が 2005 年から『未来の夢計画』へ移行した理由とし
ては、以下のようなものがありました。
①世界のＲＣの要望に応えようとし過ぎた
あまりにも数多くの小規模な奉仕プロジェクトに補助金
が使われた
②奉仕活動の目的や方向性がバラバラで絞り切れなかった
外部からは何をする団体なのか、理解し難い、認知されな
い組織となっていた
③補助金の使われ方や結果の効果測定をしなかった
奉仕することに意義がある、または良い奉仕活動だとの思
い込み、受益者や外部の評価を無視してきた。やりっぱなし
で利用されていない無駄に気付いていなかった
④全ての権限が財団本部に集中し過ぎた
地区やクラブに主体性が欠け、奉仕プロジェクトの実践に
結びつかず、Ｒ財団は寄付団体と化し、寄付すれば誰かがや
ってくれると勘違いしてきた

