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第３９１回 ロータリー財団についてのバズセッション 

 

≪本日のプログラム≫ バズセッション 
テーマはズバリ『ロータリー財団の寄付金は必要か？』 

Ａ．Ｂ．Ｃ．Ｄの４つのテーブルに分けてテーブルディスカッ

ションを行ないました。 
         ロータリー財団委員長 横堀 弘 会員 
 

Ａテーブル 

    《発言者 岡部俊之会員》 
 
飯塚会長 ＮＯ  お金の使い道、透明性がない。 
渡邊会員 ＮＯ  同上。 
横堀会員 ＹＥＳ 国際交流を進めていくためには必要。 

ひいては国同士のトラブルもなくなる。 
岡部会員 ＹＥＳ 税金と一緒。 
※ 総括：真に困っている人に使われているかかが問題。 

 

Ｂテーブル 

《発言者 田島武会員》 
 
山口茂会員 ＹＥＳ 使途明細の情報公開又開示が必要であ 
          り、寄付の方法は多少難点あり。 
木村会員  ＮＯ  寄付の使途がハッキリわからないので  
        使用目的と決算書等が有るのでしょうか？ 
        自発的寄付だと不公平で有ると思うので、 

会費と一緒に取る様にしたら。 
田島会員  ＹＥＳ 会費を徴収できないので、財団の運営上必要です。 

寄付の使途をわかりやすくＰＲする必要があります。 
 

Ｎｏ． １９ 

 



遠藤会員  ＮＯ  時代の流れ、背景を考えて、ある程度の寄付は 
必要と思いますが、お金だけでなく汗をかく 
ことも必要ではないか。 

井上会員  どちらとも “必要と言えば必要である”と思い、“必

要なしと言えば必要なし”とも思います。 
                                “ 寄付”という“集金マシーン”だということ 

だけであってはならないと思いますが。 
                    質問①年間財団に入る寄付はいくらくらいですか？ 
                      ②使途等についての収支報告等を見たことがな

いのですが？ 
 

Ｃテーブル 

《発言者 加藤公一会員》 
 
加藤公会員 どちらとも これは決める問題ではない。 

（質問がトンチンカン、とんちなら良いが） 
吉田会員  ＹＥＳ ロータリー事業の中で貢献度が高い 

   から。 
澤田会員  どちらとも 寄付金の意味が分かってないと 

議論にならない。選択できない。 
棚澤会員  どちらとも 必要かもしれないが、勉強不足で判断できません。 

※ 総括：牛窪ガバナー年度に、何に使われるか分からないのでそんなもの寄付する

事はないとの意見が出たくらで、不透明な部分がある。 
 
 

Ｄテーブル 
《発言者 清水会員》 

  
清水会員  ＹＥＳ  奉仕には資金が必要である。 
大野会員  ＮＯ   何に使うかよくわからない。 

小野寺会員  ＮＯ 運用内容の不透明な部分が多いため。 
 島﨑会員  ＹＥＳ(条件付) 

寄付がなければ成り立たない組織だが、あく      
までも集めたお金の財務状況（運用内容はも 

ちろん）やＲＩが補助金を出すプロジェクトの内容とそれを選考する過程がよ 
くわからない点が問題。透明性が絶対条件。また地区で補助金を受けたいプロ 
ジェクトを申し込みＯＫが出るまでの手続きをもっと簡素化してほしい。 

※ 総括：透明性がない。情報公開がされてない様だ。 



 

 

 

 
 

 
会長  飯塚 幸一 

 
皆さん今晩は、会長報告をさせていただき

ます。 
今月の２３日熊谷商工会議所大ホールにて

熊谷市国際交流協会主催による外国人スピ

ーチコンテストが開催され熊谷南ロータリ

ークラブも協賛していますので、出席して参

りました。当日６ヵ国１５名内女性３名のス

ピーチを聞かせて頂き、国によって日本の理

解度の違いが有り、それは生活習慣又各国の

教育の違いによって変わってくる事を実感

して参りました。 
この様な場で交流を重ね人間同士として

心の付き合いが出来てくるのだと思います。 
コンテストでは最優秀賞は立正大学の交換

学生シン・ヨンウク君（韓国）が獲得大変素

晴らしいスピーチでした。又熊谷南ロータリ

ークラブ賞はキン・チャンウ君（韓国）が獲

得いたしました事を報告いたします。 
２６日土曜日ホテルサンルート熊谷にて

諮問委員会を開催しました。オブザーバーと

して山口エレクト同席の元、次年度理事役員

の選出について又十周年実行委員長につい

て話し合いがもたれ、諮問委員の皆様より御

意見御指導を頂きました。 
２７日会長幹事会が伊香保温泉ホテル木

暮にて開催され島崎幹事と出席して参りま

した。 
各クラブの抱えている問題点等意見交換を

行い有意義な時間を持たせていただきまし

た。 
本日熊谷商工会議所にて熊谷市コミュニ

ティーづくり市民協議会が開催され参加し

て参りました事を報告して報告を終わりま

す。 
 

                            

 
 

幹事 島崎 次弘 

１． 地区事務所より 
＊ 「友」インターネット速報№２１

１・２１２ 
２． 野中弘之ガバナーより 

＊ 公式訪問のお礼状 
３． 古屋一生ガバナー補佐より 

＊ 先日開催した「ガバナー補佐訪問」

「ガバナー公式訪問」のお礼の手紙 
４． 熊谷警察署長より 

＊ 年末特別警戒出陣式の開催について

のご案内 
５． 熊谷籠原ロータリークラブより 

＊ 「第５回チャリティーゴルフ大会」 
 の協賛に対するお礼の手紙 

＊ 会報№２～１６ 
６． 旅行会社より 

＊ コペンハーゲンで開催される国際ロ

ータリーの年次大会参加旅行の案内 
７． 松本徽章工業より 

＊ 国際ロータリー１００周年公式記念

メダル購入のご案内 
８． 熊谷市国際交流協会より 

＊ 第１３回外国人による日本語スピー

チコンテストのご後援並びにご協賛

について（お礼） 
＊ 国際交流パーティーの開催について

（ご案内） 
以上が届いております。 

会 長 報 告 

本日のプログラム  １２月７日（水） 

「 親 睦 例 会 」 

幹 事 報 告 



 
 
 
 
 

 出 席 報 告 
例会日 １１月３０日 
 
会員数 出席 欠席 MU 出席率 
４０ １８ ２２ ４ ５５％ 

 
 

 

 ニコニコ BOX 

 

飯塚幸一会長 
 本日の例会はロータリー財団月間ですの

で、横堀財団委員長に御願いし、バズセッ

ションをする事になりました。横堀委員長

よろしく御願いします。 
島﨑次弘幹事 
 今日で 11 月も終わり明日からは一年の最

後の年の 12 月になります。皆様年末はい

つも以上に忙しくなることと思いますが、

ロータリーの事も忘れずにこれまで同様

のご協力をよろしくお願い致します。今年

は鳥インフルエンザが危ないという話で

すので、フライドチキンを食べて乗り切り

ましょう。 
李一孝会員 
 本日は早退します。寒くなってきました。

皆様、風邪に御注意下さい。 
棚澤正行会員 
 本日ロータリー財団のバズセッション、横

堀委員長御苦労様です。 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
松本幸久会員 
 今日台湾から帰りました。大変申し訳ない

ですが、本日はお休みさせて頂きます。 
澤田將信会員 
 お世話になります。澤田です☜☝☞☟ 
 
小野寺弘行会員・井上哲孝会員 
 飯塚会長、最近白髪が増えましたね。会員

としてご迷惑をお掛けしない様にしたい

と思います。島﨑幹事、最近少し太りまし

たか？幸せ太りの様ですが、会員にも分け

て下さい。それとも、少しいじめましょう

か？ 小野寺&井上でした。 
 

委 員 会 報 告 

熊谷南ロータリークラブ 

クラブ会報委員会 佐川順一・大野英夫・馬場孝 
TEL  048-522-6143 FAX  048-522-6153 
E-mail: ksr@ps.ksky.ne.jp 
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