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今月：ロータリー財団月間、来月：疾病予防と治療月間

11 月 6 日例会より

『ロータリー財団出前卓話 』
〈小森会長挨拶〉

文化の日に、新聞
に秋の叙勲の発
表がありました。
その栄に浴し、
横倉 稔明 さん
が、旭日双光章を
受章いたしまし
た。
高萩 RC 会員一
同、心から御祝詞を申し上げた次第です。その発表
文をラインに載せましたが、幹事報告と一緒に回覧
いたします。心からお慶び申し上げます。
横倉先生は、長くやすらぎの丘温泉病院長として臨
床医療の先頭に立ち、平成 20 年より茨城県多賀
医師会会長として頑張り、なお、医療と介護の地
域、多職種連携による地域包括支援ネットワークの
確立など、地域福祉発展のリーダーとして活躍して
おります。
職業上の高い倫理基準、仕事自体が社会に奉仕す
る機会であること、その中で、日々、奉仕の理念で
実践し、各自の職業を高潔なものにすること。まさ
に、「ロータリーの目的」に掲げられた職業奉仕の理
念にぴったりの実践と常々思っておりましたが、そ
の功績を称え、受賞の栄誉を寿ぎ，心からお祝い申
し上げます。
次に、先週の 50 周年記念事業に関する話し合い
は、充実したものであったと思っています。総括的
に考えました。私たちが設置した十王図書館の屋外
用の大型時計は、20 年も活躍していますし、資金
量から言っても無難なところかと思います。
月 日
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プ ロ グ ラ ム
松岡領主戸澤政盛の生涯
50 周年記念事業について
My Rotarｙ 利用促進
年次総会

ところが、視点を変えて、時代感覚からするとスマフ時
代の時計はどうなのかという感じも致します。一方形に
残るかどうかわかりませんが、まったく、ロータリーの原
点に返り、トイレの改修をするというのも、大変興味深
いと思いました。原点復帰、宣伝よりも実質的な奉仕、
これもまた正しいことだと思いました。もう一つ、石の記
念碑のことですが、昔風というイメージですが、役に立
たないのがいい所とも言えます。少し気になりましたの
で、4 日に、勿来の関所跡に行ってきました。北側の松
林の中の、源義家の銅像のわきに、関所の説明の石碑
があります。表は「いわき市」となっていますが、裏に
は、いわきロータリークラブが記念に建てたと、会員の
名前とともに書かれています。
古くて地味ですが、いわきロータリークラブの心意気を
感じるものがあります。
私たちはこれから検討するわけですが、先週の話し合
いは充実していたと存じます。
本日は、ロータリー財団委員会の出前卓話、ありがと
うございます。どうぞよろしくお願いいたします。

祝 叙勲 旭日双光章
横倉 稔明 会員（2014-15 年度会長）

担 当
プログラム委員会
50 周年実行委員会
クラブ奉仕委員会
会長・幹事

11 月 13 日 出席報告
会員数
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欠席者
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出 席 率 ： 60.00 %
前々週訂正 ： 80．00 %
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〈ロータリー財団出前卓話〉
資金推進・ファンドレイジング委員長 五十嵐久也様
ロータリー財団は 1917
年のアーチ．C．クランク
の提唱により設立されま
した。我々ロータリアン
が社会に奉仕する為の
財源を我々自身の手で
集めるためです。そして
ロータリー財団の標語「世界で良いことをしよう」を
実践するために、ロータリー財団には集めた資金を
利用するための 2 つの代表的な補助金があります。
１つは地区補助金（DG）、
も１つはグローバル補助
金（GG）です。
DG はクラブの皆様で比
較的自由に 使える補助
金です。ロータリーには６
つも重点支援分野（疾病
予防と治療・母子と健康・水と衛生・平和構築と紛争
予防・地域社会の経済発展・基本的教育と識字率向
上）がありますが、地区補助金はこの重点分野に制
約されずに使える補助金となってます。
２８２０地区の地区補助金参加率は全国トップクラス
です。
一方、GG は国際的で大
規模なプロジェクトに利
用できる補助金で、重点
分野に関連する内容で
ある必要があります。
GG は VTT（職業研修
チーム）、奨学金にも利
用されます。GG も当地区では積極的に利用されて
います。「我々が拠出した寄付金を我々の手で奉仕
に役立てる」当地区ではこれを実践していると言えま
す。GG は保健分野に多く利用されています。
国連のデータによれば、保健や教育の水準が１人当
たりの GDP と高い相関関係にあることが証明されて
います。すなわち、保健や教育の向上がひいては経
済的な豊かさにつながるということです。
また、GG が紛争解決に目覚ましい貢献をした例も
あります。元国連難民高等弁務官の緒方貞子さんや、
現在国連・軍縮担当事務次長の中満泉さんは、GG
の奨学金を利用して学んでいます。このお二人はボ
スニアヘルツェゴビナの平和に大きな尽力をしてい
ます。なお当地区には
GG の奨学金の他、新
井義三・喜美子奨学金と
いう 冠名基金が ありま
す。これは６つの重点分
野に限定しない奨学金

で、現在７万ドル程度利用可能です。
平和の分野ではロータリー平和フェローシッププロ
グラムという人材育成プログラムもあります。平和と
紛争解決に国際的に活躍する人材を育てる事にも、
ロータリー財団は貢献しています。
ロータリー財団のもう一
つの重要なプログラムと
して「ポリオプラス」があ
ります。１９８０年にータリ
ーが初めて提唱してから
３８年。当時はほぼ全世
界に蔓延していたポリオが、現在発生は２カ国のみと
なっており、撲滅まであと少しです。疾病の撲滅によ
り保健の予算が別の物に振り向けられれば、家庭・
地域社会・国際経済はより強固に発展して聞くことが
可能となります。ポリオプラスは重要なプログラムな
のです。
このように世界で良いこと
をするために役立っている
我々の財団資金ですが、
利用するのには一定の手
続きが必要になります。皆
様が身近で利用してくださ
っている DG は、申請年度
と実施年度の２年がかりのプロジェクトとなります。
地区で一括して申請や報告を行いますので、各クラ
ブの足並みが揃うよう、申請から報告までの期限を
しっかりと守ってクラブと一体となってプロジェクトを
実施して頂きたいと思います。
グローバル補助金は昨年
度から事前調査が義務付
けられてます。国際奉仕委
員会と十分に調整の上、ご
利用頂きたいと思います。
さて、我々の拠出する寄付
金は、財団にてしっかりと
運用された後、３年後に我々の手で使える資金として
戻ってきます。ちなみに３年前に地区に集まった３０
万４千ドルの年次寄付金は、本年度３５万ドル以上の
利用可能額となっています。積極的に寄付を！とお
考えならば、ポールハリスソサエティー（PHS）のメン
バーになって頂くことも一法です。
当年度の目標寄付額は会員１人当たり１３０ドル以
上、ポリオ２０ドル以上、合計１５０ドル以上となってお
ります。
確実に世界に良いことに
つながっているロータリ
ー財団の寄付プログラム
に、是非参加してくださ
い。

〈幹事報告〉
１、２０１９年１１月のロータリーレートは１ドル１０８円
２、財団ニュース１０月号が届いております。
３、ロータリー財団月間リソースの案内が届いており
ます。
４、End Polio Now のリソースの案内が届いてお
ります。
５、日本ロータリー１００周年実行委員会より、
「クラブと会員のロータリーに関する意識調査
の案内」が届いております。
６、先週メイクアップして頂いた東京臨海 RC の
今井忠様からお葉書が届いております。自身
の FB にもアップしていただきました。例会後
天心美術館に行かれたそうです。
７、元支店長の菊池さんからお葉書が届いてお
ります。
８、１１月２４日新入会員オリエンテーション
リリーベル小学校 ９：３０受付 １０：００開会
平野さん、和田さん、菱川さん、太平さん
出席。
９、県北 RAC１１月の例会案内が届く。
【委員会報告】
月信にマイロータリーのアカウント登録率が記
入されるようになりました。クラブごと、分区ごと、
地区全体の登録率が載っております。
高萩 RC
８８．２％
第１分区
７２．４％
2820 地区 ４５．３％
【本日のお客様】
第 2820 地区ロータリー財団・資金推進・ファン
ドレイジング委員長
五十嵐 久也 様 (水戸東 RC)
【ニコニコ BOX】
五十嵐久也様：本日のロータリー財団、出前卓
話よろしくお願いします。
石君平さん：五十嵐さん、卓話楽しみにしていま
す。
小森勇一さん：横倉稔明職業奉仕委員長、叙勲
おめでとうございます。心から御祝い申し上げ
ます。五十嵐様、出前卓話よろしくお願いいたし
ます。
花園文熙さん：水戸東ＲＣ五十嵐久也様の出前
卓話よろしくお願い致します。
鈴木直登さん：財団の委員各位は目に見えない

ところでの努力がすごいです。出向してよくわか
りました。五十嵐委員長ご苦労様です。ようこ
そ。
沼田操さん： 五十嵐様、卓話楽しみです。よろ
しくお願いします。
和田昌也さん：横倉先生、旭日双光章受章おめ
でとうございます。心より御祝い申し上げます。
大平敏明さん：横倉先生、旭日双光章受章大変
おめでとうございます。
石川武信さん：五十嵐様卓話楽しみです。結婚
月・誕生月の皆様おめでとうございます。
鈴木国男さん、大髙司郎さん、石平光さん、福
田文乃さん、大河原浩さん、今川隆さん、菱川
健司さん、平野浩司さん

本日計 １８，０００円
累計 ３４７，０００円
【ロータリー財団】
本日計
０円
累計
４３９，５００円
【ポリオプラス】
本日計
０円
累計
３１，９４０円
【米山記念奨学会】
本日計
２，０００円
累計
１９１，５６０円
【結婚月の方】 ✿Congratulation✿
１１/１０ 福田文乃・浩さん
/１７ 皆川武久・裕子さん
/２３ 江尻 寛・三重子さん
/２７ 高瀬晴規・朝子さん
【誕生月の方】 ☆Happy Birthday☆
１１/１１ 櫻井高志さん
/１２ 佐々木聡さん
/２２ 岡田拓也さん
/２３ 小泉文男さん

２０１９-２０年度 第９回理事会（議案・議事録）
高萩ロータリークラブ
日時 2019 年１１月６日 11：30
会場 常陽銀行 高萩支 ３Ｆ
第１号議案 承認
11 月のプログラム（ロータリー財団月間）
11 月 ６日 ロータリー財団出前卓話
ロータリー財団委員会
11 月１３日 松岡領主戸澤政盛の生涯
プログラム委員会
11 月２０日 50 周年記念事業について
実行委員会
11 月２７日 マイロータリー利用促進について
クラブ奉仕委員会
第２号議案 承認
１２月のプログラム（疾病予防と治療月間）
12 月 ４日 年次総会
会長・幹事
12 月１１日 半年回顧
会長・幹事・各委員長
12 月１５日 英語プレゼンテーション大会
青少年奉仕委員会
12 月１８日 15 日の振替 休会
12 月２５日 忘年例会
親睦活動・家族委員会
第 3 号議案 承認
ロータリー杯少年柔道大会 青少年奉仕委員会
日 時 11 月 10 日(日) 8:00 受付 8：30
開会式 9：00 試合
会 場 高萩中学校 武道場
主 催 高萩 RC(今年度主管)
北茨城 RC 共催
主 管 関係団体
北茨城市柔道連盟、高萩市体育協会
柔道部
開会式からの参加をお願いします。
会員、役員の昼食を用意します。
都合のつかない方は、途中からの観戦をお願い
します。
閉会式は、1:30 ごろの予定です。多数の参加を
お願いします。
第 4 号議案 承認
役員指名委員会の設置について
10 月 24 日役員指名委員会を開催したが、具
体的な指名に至らず指名委員会による推薦を
求められた。

第 5 号議案 承認
次年度 2020-2021 年度 地区委員の推薦に
ついて
本年度に引き続き、大髙司郎会員を地区委員に
お願いする。
第６号議案 承認
「萩っ子英語プレゼンテーション大会」 例会
（１） 日時 12 月 15 日(日) 例会とする。
（２） 会場 高萩市総合福祉センター多目的ホー
ル
（３） 日程 10：00 会員集合
10：20 例会 開会 挨拶等
10：40 会場準備 飾りつけ
11：00 受付開始
（４） ロータリーデーとして実施する。
（５） 服装ユニフォームについて
できるだけユニフォームを着用する。
事務局の在庫から補充してください。
第７号議案 承認
災害義援金の拠出について。西日本災害
一人 1000 円を本予算より支出する。
第 8 号議案 承認
新入会員オリエンテーション
日時 11 月 24 日(日)9：30 受付 10:00 開会
会場 リリーベール小学校 水戸ニュータウン内
多くの新会員の方に参加をお願いしたい。
その他 承認
（１） 誕生祝 積立の状況
2017-18 年度 10 万円
2018-19 年度 10 万円
2019-20 年度 積立中
・記念式典 1 年を前にして、具体的な取り組み
を始めたい。
・3 年間の親睦委員長により協議し、内定した
案を実行委員会に答申する。
（２） 会計、菊池一会員の転出により、佐々木支
店長を会計にお願いする。
(これまでのクラブの慣例によって就任を決定)
（３）横倉稔明会員の叙勲祝賀会を行う。本人の
意向をよく尋ね時期を決定する。

