
         

 

☆☆☆第１６６１号（１９）２０１４．１１．１１ ☆☆☆ 

 
＜点     鐘＞ 
 
＜ソ  ン  グ＞  我等の生業 

 
＜握手タイム＞ 
 
＜会 長 挨 拶＞  
 皆様こんにちは。今日は１１月１１日です。 
今日が何の日かわかりますか？ 
ヒントは「１１１１」にあるようですが…。 
１が６個並ぶ平成１１年１１月１１日に江崎グリ 

 コが「ポッキー＆プリッツの日」として日本記念日 
協会の認定を受けたそうです。 
そして、昨日はＡＧＣ第２回目のゴルフコンペで

した。１１月とは思えない晴天の中、１月入会予定
の五十嵐純一さんも参加してくれました。またこれ
でロータリアンとして１歩足を踏み入れた感じでし
ょうか？ 
そして、今月はロータリー財団月間ですので、ロ 

ータリー財団の歴史について少しお話ししたいと思 
います。 
 ロータリー財団は１９１７年米国ジュージア州ア 
トランタで開催された国際大会においてアーチＣ、 
クランフが「全世界的な規模で慈善・教育、その他 
社会奉仕の分野でよりよいことをするために基金を 
つくろう」と提案したことに始まります。 
そしてこの基金が１９２８年に「ロータリー財団」 

と名付けられて国際ロータリー内の新しい組織とな 
り、現在のロータリー財団にいたっています。 
そして１９２９年財団は初の補助金５００ドルを 

国際障害児協会へ贈りました。（ポールハリスが名前 
を秘して寄付）その後ロータリー財団は国際ロータ 
リー理事会同意の下に信託宣言を作成し１９３１年 
１１月１２日に信託組織となりました。この信託宣 
言の大要は、ロータリー財団が受け取り管理する財 
産およびその収益は、すべて国際ロータリーの行う 
活動のためのみに支出されるというものです。 
 ちなみにロータリー財団月間は１１月ですが、当 
初は１１月１５日を含む１週間が財団週間でした。
信託宣言が１１月であったということに財団月間 

が１１月である理由の一端があると言えるようです。 
１９４７年ロータリー創設者のポール・ハリスが 

亡くなると７０カ国以上３０万人以上のロータリア 
ンがその死を悼み寄付金が国際ロータリーに相次い 
で寄せられました。この寄付は、「ポール・ハリス記
念基金」となって、その後のロータリー財団の発展 
のために役立てられました。そして同年の１９４７
年財団初のプログラム「Ｆellowships for Advace 
Study(高等教育のためのフェローシップ)」を開始し、
１９４８年には最初の財団プログラム「高等研究奨
学金」により米国、ベルギー、英国、フランス、中
国の１８人の若い人たちが選ばれ、他国でそれぞれ
の専門分野（大学院課程）を勉学しました。これが
最初の国際親善奨学生でした。日本で最初のロータ
リー国際親善奨学生は清水長一氏で、１９５０年に
米国のコーネル大学で学び、２人目は緒方貞子氏で
１９５１年にワシントン、Ｄ、Ｃ．ジョージタウン
大学で勉学しました。緒方氏は１９９６年ロータリ
ー国際理解賞を受賞していますし２００４年大阪国
際大会でも基調講演をしています。その講演の中で、 
「今日、どこに紛争が起きても、遠い国の出来事で 
はありません………さまざまな人種間の理解、寛容、 
素直さを推進する唯一の方法は教育だと固く信じて 
います……ロータリーを通じて社会奉仕の重要性を 
学びました。超我の奉仕というロータリーの標語に 
深く感銘し、その後の指針となりました。」と述べ、 
また学友会のスピーチでは「教育の価値は本を読め 
ること」と語っています。 
 皆さんもせっかくなので、本を読みましょう！！ 
 １９１７年に２６ドル５０セントの寄付から始ま
ったロータリー財団は、今や１０億ドル以上の寄付
を受けるほどの大きな財団に成長しました。財団は
こうして多くの方々に支えられ人道的分野や教育面
での支援活動を続けています。 
以上、簡単ですがロータリー財団の歴史についての
話を終りたいと思います。 
 

＜ゲ ス ト＞   
 いらっしゃいません。 
 
＜ビ ジ タ ー＞   
 いらっしゃいません。 
 
  

 

 

国際ﾘｰﾀﾘｰ第 2560 地区 新津中央ロータリークラブ 

創 立：1978 年 10 月 2 日 

事務所：新潟県新潟市秋葉区新津本町 3 丁目 1 番 7 号 

    新津商工会議所内 ℡22－0121 FAX25－2332 

例会場：新潟県新潟市秋葉区新津本町 2 丁目 7 番 10 号 

一楽  ℡22－3155 

例会日：毎週火曜日 12:30～13:30 

会  長：渡 邊 嘉 子  

幹 事：草 野   満    ｸﾗﾌﾞ会報委員長：保 坂 勝 志 

2014～2015 年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーC．K．ホァン 

（台湾・台北 RC） 

ロータリーに耀きを 

 

2014～2015 年度 国際ロータリークラブ第 2560 地区ガバナー 佐々木昌敏（小千谷 RC） 

                テーマ  「ロータリーはあなた自身から」 



＜卓  上  花＞  
花   名／ ドウダンツツジ  小菊 
品 種 名／ ツツジ科     菊科 
原 産 地／ 日本       アジア 
生 産 地／ 秋葉区川名邸   東区竹尾 
花  言  葉／ 節制 
       ツツジ：赤い花：恋の喜び 
           白い花：初恋 
       菊の花言葉は女性の愛情です。 

 
＜お 食 事＞ 
 
＜出席報告＞ 
前回の訂正  欠席者９名中 ２名メイクアップ 

のため ７５.００％に訂正 
  本日の出席  会員２８名中 ２０ 名出席で 

７１.４３％ 
 １１月１００％出席者表彰 ６年 山田 道夫君 
                 押味 弘一君 
              ５年 関口 克征君 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜幹事報告＞ 
１．ＲＩ理事 北 清治 様（浦和東） 
  ＲＩ理事 杉谷卓紀 様（玉名）より 
 ＲＩ会長ゲイリーＣ．Ｋ．ホァンご夫妻をお迎え
して「ジャパン・ロータリーデーⅡin東京」開催
のご案内が届いております。 

  参加を希望される会員は事務局まで申し出て下
さい。 

 開催場所：ホテル グランパシフィック 
ＬＥＤＡＩＢＡ 

 開 催 日：２０１５年 ２月 ４日 
 返信期限：２０１４年１１月２８日 
申込期限：２０１４年１２月１５日 

登 録 料：一人１７，０００円 
登  録：１３：００～１４：００ 
 

＜委員会報告＞ 
・委員会報告ではありませんが、週報の訂正とお詫び 
 １０月２８日週報でニコニコボックス 結婚記念日 
 の祝いで修正がありましたのでお詫びします。 
（小林国夫君→佐々木健也君の訂正）国際ロータリ 
ークラブ２５６０地区のホームページ中クラブの活 
動報告掲載のＰＤＦを差替えておきます。 
 

・新津法人会の特別講演について 
 
＜プログラム＞県収集許可更新申請、県収集業許可申
請(役員変更） 
 ◇担当：風間啓一郎ロータリー財団委員長 
  ・ロータリー財団地区補助金の最終報告書提出に 
   ついて 
  ・カナダ旅行記 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ニコニコボックス  
 ◇昨日のＡＧＣゴルフコンペご参加ありがとうござ 

いました。会長・幹事、ＫＹ（空気読めなくて） 
ですみません。      会長 渡邊 嘉子君 

               幹事 草野 満 君 
 ◇３６回目の結婚記念日の御祝いのお花を早々に頂

きまして有難うございました。又私の誕生日お祝
いを今日頂きまして、又々ありがとうごございま
した。たまたま４日の夜例会は、長男の結婚の「お
かげ参り」に伊勢神宮に行っていまして、出席で
きませんでした。夫婦仲良くお参りして来ました。
私は明日から沖縄へ行ってきますので、「みそぎ」
をしてきます。無事帰ってこれますように！！ 

                  土田 裕  君 
 ◇１００％出席５年のバッチを頂きました。振り返

ってみると最初の２年位は居心地が悪かったです
が、今は大変楽しく例会に出ております。 

                  関口 克征君 
 
  本日の合計   4,000円（累計 191,000 円） 

 
 米山ボックス 

 ◇いつのまにか、６年が経過しました。最近はちょ 
っとマンネリ化しているのかなぁ…異業種交流を 
もっと図り自己研鑽をすすめて行きたいと思いた 
いです。         
               山田 道夫君 

 ◇１００％出席６年いただき有難うございました。 
何とか健康に気をつけて、これからも微力ながら 
活動して行こうかと思っています。 
                押味 弘一君 
 
本日の合計  2,000円  （累計 27,881 円） 

 
＜点 鐘＞ 
  本日の例会を終わります。 


