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会長  李 一孝 
 
皆さん今晩は。 
先週11月18日深谷産業会館で職業奉仕セミナー
がおこなわれ、加藤博職業奉仕委員長といって参り

ました。11月 20日は熊谷駅横にティアラがオープ

ンしました。熊谷の雰囲気が少しあか抜けた感じが

して、とても良くなったと思います。21日は荒川堤
のゴミ拾い、移動例会多くの会員にご参加をいただ

き、ありがとうございました。 
また昨日 23日は野口先生が主宰する、第 4回東
原書道展の祝賀会に出席してきました。この書道展

は埼玉県を中心に4年に一度閏年、つまりオリンピ
ックのある年に開催され、会員は4年間温めたもの
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会 長 挨 拶 

本日のプログラム１２月１日（水） 
親睦例会 誕生祝い 

R 財団 横堀弘委員長 職業奉仕 加藤博委員長 

11 月誕生のローズさん 

11月誕生祝い 
のケーキです 



を出品されるとのことでした。熊谷南ロータリーク

ラブを代表して私と吉田さん、遠藤さんの3人が招
かれましたが、吉田さんは残念ながら具合が悪くて

奥様がご出席されました。私たちの席は一番前の真

ん中のテーブルで野口先生とご一緒のテーブルで、

南ロータリークラブに対し敬意を表していただいて

いるようで大変うれしく思いました。 
宴会会場には300人程の人がいらっしゃいました
が、そのほとんどが書道家であるわけで、何かちょ

っと異質な雰囲気を感じましたが、芸術に生きる方

たちとの会話はとても楽しく、新鮮な気持ちになり

ました。 
野口先生はもう 70 才を過ぎています。しかしエネ
ルギッシュなんです。昨日の会長としてのスピーチ

も言葉にとても力強さを感じました。最近、先生は

「私はこれからだと思っています、期待してて下さ

い」とよく言われます。「70才を過ぎて、これから
が人生の本番、今までは準備期間ですよ」と言われ

ているようにいつも聞こえます。私も 70 過ぎて歯
科医師として活躍できるようになる為に、今なにを

しておいたらよいか？よく考え、実行していくよう

にように自分に言い聞かせております。 
ここで野口先生からご提案がありました。「字がう

まくならなくても書を楽しむ会」というのを開いた

らどうか？というものです。これは野口先生のご自

宅へおじゃまをして先生秘蔵の筆や硯などを拝見さ

せてもらい書を楽しめるようにいろいろお話を伺う

ような会です。一つのグループが４、５人から７，

８人でやると良いとのことです。3回から 4回シリ
ーズになっているそうです。 
本日は理事会が開催されました。 
次次年度の会長に山口茂会員が選任されました。 
また飯塚エレクトから次年度理事・役員が選任され

ました。 
 
 
 
ロータリー財団の話 

R 財団委員長  横堀 弘 

 
ロータリー財団 
(壮大なプロジエクトも極く小さな種子から 
成長してきたものです。)２６＄５０¢の恩恵 
Ⅰ.非営利財団法人 
目標…人道的、教育的、文化交流プログラムに補助

金を授与することによって世界の人々のあい

だに理解と友好関係を増進することです。 
使命…地域レベル、全国レベル、国際レベルの人道

的、教育的、文化交流プログラムを通じて、

ロータリー綱領とロータリーの使命を遂行し、

かつ世界理解と平和を達成しようとする国際

ロータリーの努カを支援することです。 

 
Ⅱ.ロータリー財団の歴史 
1917年 R1第6代アーチ・クランク会長の提唱基

金 
1918年 カンサスシティ大会の時の残金“26.50$” 

をカンサス市のロータリークラブヘ寄付

「ロ一タリ一基金」としました。 
1928年の国際大会で「ロータリー財団」と名付けら

れ、ミネアポリス大会で正式に認証され

ました。 
1937年 財団への寄付目標200万$が発表されまし

た。 
1947年 ポール・ハリスの逝去により、追悼寄付金

がロータリー財団の基盤となりました。 
 
その後毎年5千万＄の寄付を受け入れる団体とし
て成長し・非課税扱いとして国の優遇処置の対象に

なっています。 
 
Ⅲ.ロータリー財団の3つのプログラム 
1)教育的プログラム 
国際親善奨学金 

2)人道的プログラム 
人道的な国際プロジェクトのための補助金 
ポリオプラス 

3)文化交流プログラム 
研究グループ交換(GSE) 

 
１. 2003～04年度からの変更 
①プログラムの集約がされた。 

1.教育的プログラム。2.人道的補助金プログラム。
3.ポリオプラスプログラムの 3つに集約されまし
た。人道的プログラムについても1.個人向け補助
金 2.地区補助金 3.マッチング・グラントの 3
つになり、特に地区補助金については、R財団と
してそれまでの国外での使用から自国内で使用出

来るようになった。 
②シェア・システムの変更が決定された。 
 国際活動資金（WF）の欠乏に伴い、「同額補助金」
も従来の 1 対 1 の援助から地区財団活動資金
（DDF）を使用しない場合は１対０．５の援助と
なり名称も「マッチング・グラント」と変更しま

した。 
 
２. 2004～05年度の変更 
『財団の友』を推進します。 
財団の友は、会員が年次寄付へ毎年１００ドル以

上寄付する人のことです。 
財団の友制度は年次寄付を成功させるための手段

です。 
 
３. 2004～05年度の目棲額について 

卓 話  



①年次寄付について 
会員一人当たり年次寄付１００ドルの達成 
②恒久寄付について 

1）パーマネント・ファンドは例年通り会員一人
２０ドル 

2）ベネファクターは各クラブの努力目標とする。 
③ポリオ寄付について 
会員一人当たり５０ドル 
 ポリオ寄付はこの3年間特別にお願いいたしてお
り本年度最終年度です。 

 
ポリオ根絶への流れ 
1977年 RI元会長のチャック・ケラー氏により、

フィリピンにて経口ワクチンが投与され

る。 
1979年 フィリピンの子供達に、ポリオの予防接種

の 5年間のプログラムを開始しました。 
1985年 ポリオ・プラス。プログラムが発足する。 
1986年 1988年まで、2年間に渡り募金キャンペ

ーンが行われた。 
1億2千万ドルの目標に対し、2億4千7
百万ドルが寄せられる。 

1994年 西半球でポリオの無発生を宣言する。 
1995年 規定審議会において、「ポリオ・プラスの

目標は西暦 2000年までにポリオを一掃
し、ロータリー創立 100周年の 2005年
までにポリオ撲滅を証明する。」と言う事

が採択されました。 
2000年 10月には、西大西洋地域でのポリオ撲滅

宣言が、京都で、目本政府主催で発表さ

れました。 
2002年 『ポリオをなくそう、約束を守ろう』の合

言葉の下で、ポリオ撲滅募金活動キャン

ペーンが始まる。世界目標額8千万ドル。 
日本目標1600万ドル。 
 

もし、ポリオを撲滅することが出来れば。ポリオは

地球から根絶される主要な疾病の第 2 番目として、
天然痘につづくことになります。 
20年近い間に、4億6千200万ドルを投資し、122
カ国に対し補助金を続け、400万人以上の生命を救
ってきたとされる、ロータリーが努カをして来た事

が報われる、大変意義のあることが実ろうとしてい

るのです。 
 
４. 地区補助金について 
地区補助金としてふさわしいプロジェクト---植樹
（我がクラブに該当） 

 
ロータリー財団寄付の種類と仕組み 
１）年次寄付（Annual giving） 
元金で財団のプログラムだけに支払われる。寄

付金は、寄付の3年後に使用される。 
ポール・ハリス・フェロー、財団の友、M・P・
H・F、会員協力金） 
シェアシステム（三年後） 
・ 地区活動資金（DDF）５０％ 
・ 国際活動資金（WF） ５０％ 

２）恒久寄付（Permanent Fund） 
元金を投資して、その運用益だけを財団のプロ

グラムの支援に使用される。 
ベネファクター、パーマネント・ファンド 
恒久基金 
この基金を元にR財団が投資をし、その運用益
によって、世界的レベルでの人道的、教育的、

などの補助金として活用しています。 
３）使途指定寄付（Restricted giving） 
特定のプログラムに対して、用途を指定して寄

付され、そのプログラムのみに対して使用され

る。 
ポリオ・プラス基金 
マッチング・グラント 
冠名奨学金 

 
                                                                                                                    

 
 

幹事 棚澤 正行 

1.熊谷西RCより、例会変更のお知らせ 
2.地区より、 
・公式訪問のお礼と無事終了のお知らせ 
・ 日豪青少年相互訪問団員候補者募集ご協

力のお礼と合格者のご報告 
3.籠原 RCより、チャリティーゴルフ大会の組み合
わせ表 

4.米山記念奨学会より、寄付金明細表とハイライト
よねやま57 

5.熊谷市国際交流協会より、 
・第12回スピーチコンテストのお礼 
・国際交流パーティーの案内 

6.高城神社より、酉の市の案内 
7.彩の国まごころ国体熊谷市実行委員会より、国体
感謝の集いの案内 

8.当クラブの川野辺会員の 2番目のお嬢様・悦子さ
んが、去る 11月 21日(日)にめでたく御結婚をさ
れたそうです。当クラブより、祝電と、慶弔規定

によるお祝いを、19日の大安にお渡しいたしまし
たことを報告させて頂きます。 

9.当クラブの木村廣会員の義母 神山志げ様の訃報
が来ております。 

 
 
 
 

幹 事 報 告 

委 員 会 報 告 



職業奉仕部門セミナーの報告 
職業奉仕委員長  加藤 博 

 

 過日、11月 18日に深谷市産業会館にて開催され
ました。 
第 2570地区橋田ガバナーの点鐘、ご挨拶の後、基
調講演「21世紀に活かす渋沢栄一の思想と行動」の
テーマで、講師石井浩氏により、講演が開催されま

した。渋沢栄一先生の生涯における企業活動が、偉

大なものであることは皆様ご承知の通りだと思いま

すが、栄一先生の企業の発展は国家の発展であると

言う考え方に何とすばらしいことかと改めて思いま

した。 
 次に5グループの発表者の話しは生の事例として
とても勉強になりました。特に第2グループの橋本
正彦ガバナー補佐氏の発表に私は感動いたしました。

内容は次のようなことです。有限会社フタバスポー

ツを昭和39年に設立、努力して15店舗まで頑張り、
その後日本一をめざすため、平成元年に㈱オリンピ

ックスポーツと合併し、子会社として全国チェーン

展開をしました。順調でしたが、平成8年にオリン
ピックスポーツ倒産により分離独立、以来チェーン

ストア理論を180度転換した逆転の発想で「超専門
店」への道を歩む、1人 1人のお客様を感動させる
接客のできる店づくりに励み店舗も 2 店舗にした。
伸びていた時は銀行もちやほやで金を借りてくれと

言わんばかりでしたが、倒産後は①銀行は金かえせ

とせまってくる ②仕入納入業者からは納入ストッ

プ ③社員がやめる ④資金繰りが大変 等どん底

の目にあった。がそこでけっして逃げたりせず原理

原則原点にもどり再出発をかけてやって今日までき

た。今は口こみでお客様が増えている所です。と言

うお話を聞いて大変勉強になりました。 
   以上です 
 
 出 席 報 告 
例会日11月24日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ １９ ２０ ０ ４９％ 
お客様： 
サンティロ・ローズさん 
 
 ニ コ ニ コ BOX 

李一孝会長 

川野辺さん、娘さんの御結婚おめでとうございま

す。澤田さんティアラへの御出店おめでとうござ

います。21日のゴミ拾い、皆様おつかれさまでし
た。 

棚澤正行幹事 

21日の日、ゴミひろいに多数の参加を頂きありが

とうございました。心がけが良いせいか晴天にめ

ぐまれました。 
本日は横堀委員長、卓話よろしくおねがいします。

また澤田会員、ティアラへの出店おめでとうござ

います。 
遠藤信行会員 

今日のプログラム講師横堀会員よろしくお願いし

ます。 
澤田將信会員 

今晩は澤田です。11月 20日に第一フローリスト 
ティアラ店がオープンしました。会員の皆様には

大変感謝いたします。スタジオを含め５店舗目と

なり毎日が忙しくなりそうです。また11月18日
は花キューピット埼玉支部セミナーをサンルート

熊谷で開催されました。200名を越える参加でし
た。富山さん料理がとても美味しかったです。あ

りがとう御座います。 
岡部俊之会員 

横堀さんひさびさ……頑張ってね！ 
川野辺繁会員 

私共の次女（２人姉妹）がこの 21 日に結婚式を
東京で行ないました。私共の出席者は親族関係だ

けでした。ロータリーからのお祝いを頂きありが

とうご座居ました。相手は宇都宮の工場の日産マ

ンでした。本人達の友人が多く、式は神前式、最

近の婚礼は又変わってきた感じです。 
横堀弘会員 

久しぶりの例会です。今日は私の卓話ではなく「お

勉強会」ですのでよろしく。 
矢部喜明会員 

欠席が続いてしまいました。申し訳ありません。

12月2日、埼玉弁護士会において、憲法9条改正
をテーマにした市民集会を行ないます。都合のつ

く方は、是非、ご来場下さい。 
吉田博三会員・喜枝様 

本日は横堀委員長、卓話よろしくお願いします。

出席できなくて残念です。 
【奥様誕生】 
加藤博会員 

11月27日におねがいします。お花まってます。 
馬場孝会員 

妻に美しい花を有り難うございます。 
 

 熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 大野英夫・馬場孝・ 
猪俣信雄・埼玉勝・佐川順一・加藤博・ 
下田眞弘・丑久保紀美 
TEL  048-522-6143 
FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 

http://www.ksky.ne.jp/~ksr/ 


