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例会開始前の握手会 

ロータリーソング斉唱 奉仕の理想 

 

四つのテスト唱和       加藤 勉会員 

 

 

会長挨拶            井上 脩士会長 

今朝の上谷公

園は、紅葉する

木々もあれば、

青々とした木々

もあり順調に育

っており、冬へ

の備えを始めて

いる。 

11/13・14（土・日））地区大会があり、13 日は

重田ＲＩ会長代理を迎えて盛大な晩餐会が催さ

れ、14 日は单越谷阿波踊りで始まり、我がクラ

ブの誇りである“紀陸先生の長寿の表彰”があり

ました。11/10（水）ときで“ウォーキング特別委

員会”が行われ、スタッフの配置が決められた。 

11/10（水）奄美ＲＣへ豪雨災害義援金として

10 万円を送りました。さらなるご支援をお願い

致します。 

例会プログラム 

司会 間室照雄 SAA  

点鐘 

ロータリーソング（奉仕の理想）斉唱 

四つのテスト唱和 加藤 勉会員 

会長挨拶 井上脩士会長 

幹事報告 大澤二三夫幹事 

委員会報告 

親睦・家族委員会 宮城 仁委員長 

地域社会奉仕委員会 寺澤銀三委員長 

ふれあい鴻巣ｳｫｰｷﾝｸﾞ実行委員会 石井英男委員長 

クラブフォーラム 

IM実行委員会 山口光男委員長 

ロータリー財団について 

出席報告 高野 剛副委員長 

スマイル報告 石井英男会員 

点鐘 

 

わ 

 

 

RI 第 2770 地区     第 5 グループ 

鴻巣水曜ロータリークラブ   

『基
もと

』を学
まな

び『未
み

』を充
み

たそう 

 

 

第 888 回例会 2010 年 11 月 17 日 

日 



2 / 6 
 

 

幹事報告         大澤 二三夫幹事 

① 11 月 10 日鴻巣ふ

れあいウォーキングメ

ンバー会議がレストラ

ンときで開催されまし

た。 

② 11 月 13.14 日地区

大会が開催され、13名

の出席がありました。 

③ 11 月 17 日会長幹事会が北本文化センター

で開催されます。 

④ 11月 24日献血例会です。 

⑤ 12月 6日パスト会長が午後 6時 30分からレ

ストランときで開催されます。 

委員会報告  

親睦・家族委員会       宮城 仁委員長 

1. 親睦旅行収支報告について 

皆様の暖かい御協

力によりまして計画

通りの収支報告を

させて頂きます。誠

にありがとうござい

ました。 

2. 12 月 15 日親睦ゴ

ルフの件について 

ゴルフの成績は今まで新ぺリア方式で競技

致しましたが、今回は本人の自己申告を記

入し競技を致します。申告マイナスの場合一

打に付 800円。 

地域社会奉仕委員会    寺澤銀三 委員長 

 

献血とは身

の為世の為 

転ばぬ先の

杖 

 

ふれあい鴻巣ウォーキング実行委員会 

石井英男 委員長 

「第 18 回ふれあ

い鴻巣ウォーキン

グ」第 1 回実行委

員会を 11月 19日

金曜午後 6 時 30

分より鴻巣市総合

福祉センターで行います。 

ご出席いただけますようよろしくお願い致しま

す。 

クラブフォーラム 

IM 実行委員会       山口 光男 委員長 

 

ロータリー財団について 

 

ロータリー財団の歴史について 

髙野 剛パスト会長 

1917 年、第６代目

のR1会長であるアー

チ・クランクがアトラン

タの国際大会で、ロ

ータリー基金をつくり、

全世界的な規模で教
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育、人道的慈善事業、その他社会奉仕で何か

良いことをしようではないかと提案され、ロータリ

ー基金がスタートしました。 

最初の寄付金は米貨で 26 ドル 50セントと云

う、わずかな基金でした。 

1928 年ミネアポリス国際大会で、この基金は

ロータリー財団と改名され国際ロータリー内でも

別個の存在になりました。 

当時は、まだまだロータリアンの財団に対す

る認識も強くなく、これと云った大きな活動はし

ていませんでした。 

大きく発展したのは、アーチクランクが 1917

年の国際大会でロータリー基金を発表してから

30 年後、すなわち 1947 年１月、ロータリーの創

始者ポールハリスが亡くなりました。当時世界で

約 30 万人以上のロータリアンがポールハリスの

逝去を悼み、ポールに敬意を表するロータリア

ンから次々に財団に寄付金が集まり、その額は

何と 130万ドル以上になったそうです。 

これがポールハリス基金と称される様になり、

財団の発展の大転換点となったと云われていま

す。 

この年、財団は最初のプログラムを発表・実

施しました。それは、ポールハリスフェローと呼

ばれる、国際親善奨学生でした。 

次に大きく発展したのは、1980年２月の75周

年を迎えるにあたり、1978年の東京国際大会の

時、飢餓追放と人間尊重プログラムのための 75

周年記念基金が発表され、728万ドル以上が集

まり、その基金を基に多くのプログラムが企画・

実施出来るようになりました。 

そして 1985 年ポリオ・プラス・キャンペーンが

始まり、そのための基金が 2003年までに１億 34

万ドル以上と云う空前の寄附が集まり、特に日

本のロータリークラブが多大な貢献をしました。 

当時、米国はクリントン大統領の時代でロー

タリーの活動を良く知っており、大統領が日本

を訪問したおり、当時の日本の総理大臣、橋本

龍太郎首相に、ポリオ撲滅運動に日本は多大

な貢献をして下さり、ありがとう… と謝辞を述べ

られ、橋本総理は何の意味か良く解らず、ポカ

ーンとしていたそうです。後で調べたら、それは

日本のロータリーであったと云う逸話がありま

す。 

ロータリー財団のプログラムは、大きく分けて 

1．人道的プログラム 

・マッチング・グラント 

・地区補助金 

・個人補助金 

2．教育的プログラム 

・各種奨学金 

・ＧＳＥ 

3．ポリオ・プラス・プログラム 

 以上の 3つになります。 

奨学金で有名なのは、日本人で 2 人目の奨

学生は緒方貞子さんで、ロータリー財団から奨

学金を受け、大学で勉強し卒業後、長く国連で

働き、国連難民高等弁務官となり活動されまし

た。 

2004年大阪国際大会が開かれ私達も参加し

ました。 

その時、緒方さんが基調講演をなさり、ロータ

リーを通して社会奉仕の重要性を学ぶことが出

来ました。“超我の奉仕”と云うロータリー標語に

感銘を受け、その後の自分の指針となりました。

ロータリーにお世話になっていなかったら今の

自分はなかったでしょう……と涙ながらに講演

をなさったのがとても私達の心を打ちました。 

時間がないので今日はこの位にしておきま

す。 

先程、井上会長に、ロータリー財団の基礎と

か歴史について話してくれないか…と依頼があ

り、何も勉強しないまま先輩達から教わったこと、

自分が覚えていることを紐解いて簡卖にお話し

させて頂きました。 
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出席報告       高野 剛出席委員長 

 

 本日 修正 

 888 回 887 回 886 回 

 通常例会 
移動例会 

地区大会 
通常例会 

会 員 数 32 33 31 

出 席 数 20  20 

欠 席 数 13  13 

例会出席率 62.50％ 100％ 64.52％ 

Ｍ Ｕ 数 4   

合計出席数 24  20 

出 席 率 75.00％ 100％ 64.52％ 

 

前回までの合計 242,130 円

本 日 の 合 計 44,000 円

次回繰越金合計 286,130 円  

スマイル報告         石井 英男会員 

 

個人スマイル  

津田健三会員・・・大宮ソニックで経済講演会があり早退しま

す。 

宮城 仁会員・・・本日は当店の寿司をご利用くださり誠にあ

りがとうございます。 

井上脩士会員・・・1.5才検診の為に早退します。 

スマイル 1  奄美豪雨災害に対し義援金で励ましましょう（使

途指定寄付） 

紀陸一夫会員・高野剛会員・宮城仁会員・小畑正勝会員・

加藤勉会員・寺澤銀三会員・馬場知行会員・山口光男会

員・間室照雄会員・松本安永会員・井上脩士会員・石井英

男会員・仁見惠美子会員・小林玲子会員 

スマイル 2  紀陸会員長寿表彰おめでとうございます 

高野剛会員・小畑正勝会員・加藤勉会員・井田喜代志会

員・山口光男会員・間室照雄会員・松本安永会員・加藤文

男会員・井上脩士会員・大澤二三夫会員・石井英男会員・

仁見惠美子会員・小林玲子会員 

 

今後の活動予定 

11月 24日 

(水) 
第 889回移動例会 献血 

12月 1日 

(水) 

第 890回通常例会 

会員誕生・奥様誕生・結婚記念祝い 

12月 8日 

(水) 

第 891回通常例会 IM 

IMの説明 

12月 15日 

(水) 

第 892回移動例会 

親睦会・ゴルフ大会 

年次総会・クリスマス例会 

12月 22日 

(水) 
第 893回通常例会 卓話 

12月 31日 

(水) 

第 894回移動例会・大晦日・初詣 

宝持寺 

1月 5日 

(水) 

第 895回通常例会 

会員誕生・奥様誕生・結婚記念祝い 

1月 10日 

(水) 

第 896回移動例会 第 5グループ 

ＩＭ 

1月 12日 

(水) 
振替休会 

1月 19日 

(水) 
第 897回通常例会 外来卓話 
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第 889回移動例会 献血 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

献血実施報告書 

 
 

 

 



6 / 6 
 

 

ＩＭキャラバン 北本ロータリークラブ 

11 月 25 日（木） 

 

 

 

 

 

 

 

 

クラブ会報委員会 

委員長  石井英男     副委員長  小林玲子 

委  員 井田喜代志 柿沼洋一 長壁宏明 松本安永 


