
　田中英雄と申します。私は3年前にRCを退会しま
したが一人でいると寂しく孤独感がありました。久
しぶりに例会に出席し斉唱したり、黒い集団で「ちょ
っと変わった世界だな」と思って見ていました。大勢
の違う仕事の人と雑談などをすることが非常に大事
な事だと最近つくづく思います。
　またよろしくお願いします。

クラブテーマ：「熱田の杜・友愛・気品」第1898回例会
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会長挨拶

鈴木 実 会場副委員長
「奉仕の理想」
地区補助金委員会 副委員長　藤野  直子 さん
米山奨学生　　グエン ティ 力 リン さん
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北岡 寿人ニコボックス委員長

11月22日84回目の誕生日です。
60代最後の誕生日、元気に迎えることが出来ました。感謝です。

11月3日は妻の誕生日でした。
素敵な花をありがとうございました。
妻の誕生日に素敵なお花をありがとうございました。
先日のI.D.M.の会場で使った「神宮茶屋」が先週末開催された
焼きそばのイベントで見事優勝しました。
北海道では初雪が降りました。寒くなってきます。
皆様お体に御自愛のほど！！
本日入会させていただきます。よろしくお願いします。

森　　恒夫さん

千秋　季賴さん

亀井　直人さん
松田　浩孝さん

鈴木　淑久さん

長谷川　隆さん
田中　英雄さん
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ニコボックス 北岡 寿人ニコボックス委員長
本日、財団の卓話で伺いました。よろしくお願い申し上げます。

藤野　直子さん

会員71名　出席46名  （出席計算人数53名）
10月31日は補填により88.5％出席率　74.2％

出席報告 北岡 寿人出席委員長

関谷俊征会長
関谷 俊征会長

　皆さんこんにちは。11月に入りました。11月はR
財団月間です。今日は補助金委員会の藤野さんに
卓話をして頂きます。よろしくお願いします。
　先週の新聞に2019年生まれの赤ちゃんの名前
ランキングという記事がありました。男の子は「蓮」（
れん）、蓮（はす）の花の蓮という字ですが、2年連続
で1位。女の子は「陽葵」（ひまり）。太陽の陽に、家紋
にあるフタバアオイの葵の2文字で陽(ひ)葵(まり)。
4年連続で1位だそうです。
　令和への改元で男の子では怜（れい）とか令和の和を使った和真（か
ずま）、女の子では、怜奈（れな）とか和花（わか）が、順位を上げたそうで
す。男の子の名前では一文字の名前がトップ5になり男女共に読みが二
音、三音の呼びやすい名前や性差のない「ジェンダーレス」な名前が人気
だそうです。
　この様に時代によって名前も色々のようですが私たちの親が子供に名
前を付ける時にはもう少し現実的に子供に対して具体的なイメージや願
いを込めて名付けていたように思います。私は小学校の時に先生から「自
分の名前がどうして名付けられたのか親に聞いて来なさい」と言われ授
業でそれぞれ発表した事がありました。私は俊征（としゆき）と言う名前
ですが、その時親に名付けた理由を聞きました。
　親父の兄弟は10人で親父は10番目の末っ子。長男は俊一という名前
で、大戦当時召集令を受け出征をして戦死しました。
　その伯父の俊一の「俊」と出征の「征」の二文字で俊征にしたとの話で
した。要は戦死した伯父からもらった名前です。名付けられた説明は分か
りましたが理由が今一つ不鮮明で当時は何で俺は戦没者の名前なんだ
ろう！？と何となく合点がいかずモヤモヤしておりました。
　親父とその長兄は親子に近いくらい歳が離れていました。幼少の頃の
親父から見ると軍服を着て毅然とした姿の兄がとても立派に見えて憧れ
であった。そしてその様な立派な人間になって欲しいという思いだった。
と聞かされたのは、何十年も後でした。その当時小学校の時に聞かされ
ていれば「そうか、期待をされた名前なんだ！」という事でもう少しその期
待に応える努力が出来たかも知れませんが人生の殆んどを「戦没者の名
前」と思い込んで生きて来た為、今一つパッとしない人生になってしまっ
たというのはいい訳でしょうか？「名は体を表わす」とも言いますが、時代
や、流行りの命名も良いですが、親から子供への最初のプレゼントですか
ら、思いを込めて名前を付ける事も素敵な事だと思います。

～R財団月間～

幹事報告 鈴木 淑久幹事

委員会･同好会

新会員入会式

誕生日おめでとう

11月9日（土）10（日）はホテルキャッスルにて地区大会が行われます。
名札とプログラムについては当日会場にて幹事よりお渡しします。
なお特別出席者は名札・胸花を当日渡されますので受付へお願いし
ます。）※伊藤 豪さん、近藤雄亮夫妻
11月14日（木）R規定により休会となります。
11月14日（木）17：30よりIM実行委員会があつた蓬莱軒松坂屋店
にて行われます。
次々週11月21日（木）ボジョレーヌーボ例会がイーオリエンタルバン
ケットにて18：00から行われます。
11月18日（月）16：30から瑞陵高校IAC例会となります。担当は
今川さん、近藤茂弘さんですのでよろしくお願いします。
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1月の17日18日に北海道のスキー場に行きます。

千秋　季賴さん　入江　理さん　森　恒夫さん
鈴木　雅登さん　

紹介者：梅村 昌孝さん

スキー同好会

　田中英雄さんの紹介をします。名古屋市瑞穂区で田中内科皮フ科の医
院長を務めています。RC歴は名古屋瑞穂RCで20年以上のキャリアがあ
ります。いわゆるベテラン会員です。先日プライベートで会う機会があり、
もう1度入会しないかとお誘いしました。
新会員：田中 英雄さん

・
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 　皆さんこんにちは。地区補助金委員
会の藤野直子です。よろしくお願いし
ます。
財団について話したいと思います。
　まずロータリー財団の概要について
です。定義は皆さんから寄付をいただ
いて資金を配分する非営利団体です。
使命はロータリアンが、健康状態を改
善し、教育への支援を高め、貧困を救
済することを通じて、世界理解、親善、
平和を達成できるようにすることで
す。標語は「世界でよいことをしよう」

（Doing good in the world）です。チャリティーナビゲーターとい
う慈善団体を評価する機関があります。こちらから11年連続で最
高の4つ星評価を与えられています。皆さんからの寄付を世界各地
の奉仕活動に活用させていることをまず理解していただきたいです。
昨年度、名古屋瑞穂RCからは年次基金寄付がひとり198.41ドル、
ポリオ・プラス基金が30.42ドルでした。大変ありがたいことです。
感謝致します。
　ロータリー財団委員会の中には資金管理委員会、資金推進委員会、
補助金委員会、ポリオ･プラスVTT委員会、そしてグローバル奨学
生平和フェローシップ委員会があります。
　つぎにロータリー財団から4つのお願いがあります。1番目は寄
付のお願いです。まだまだ世界の中でポリオをゼロにしない限りは
この活動が続いていくという事を、そのためには皆さんからの寄付
が必要だと言う事を是非理解していただきたいと思います。2番目
のお願いは補助金委員会から補助金活用のお願いです。3番目は奨
学生を皆さんの中で紹介してほしいというお願いです。4番目はRC
カードを是非皆さんに利用してほしいというお願いです。
　まずは１つ目のポリオについてです。今年の10月まで劇的に地
球上からポリオの発症数が減っています。この4年間を見てみます
と残念なことに今年度10月23日までの数字でパキスタンで76名
アフガニスタンで18名ナイジェリアは3年間0が続いているので
おそらく来年もポリオフリーの宣言が出ると思います。なぜ数字が
増えてしまったのでしょう？原因はどこにあるのでしょうか？
　山岳地帯や紛争地帯など投与が困難な地域があります。日本国内
でも子供が生まれると保健所からポリオ接種の案内がきます。生後
54ヶ月までに4回接種しています。年間184億円の税金が使われ
ています。ポリオを地球上からなくす必要性を感じていただけるの
ではないかと思います。そこでお願い事項があります。寄付のお願
いです。今年度も年次基金150ドル、そしてポリオ・プラス30ドル、
ぎりぎりでも全く問題ありませんので是非よろしくお願いします。
　つぎに2番目補助金のお願いです。補助金の活用についての話も
出ていましたが、3年前の年次基金を運用しその元金、それから恒
久基金の利息、これの半分が地区の活動資金として地区に戻ってき
ます。その半分が地区の補助金、もう半分がグローバル補助金です。
補助金といっても元々は皆さんからいただいた浄財です。そのお金
が3年後に地区に戻ってきます。ですので是非皆さん補助金をつかっ
てください。今年度は3年前がちょうど財団100周年ということで
大変多く年次基金を皆さんからいただきました。今年度は50のRC
と1つの地区の委員会が地区の補助金を利用して奉仕活動を行って
います。次年度の概算が地区の補助金が約19万ドル（2000万円）
です。是非この地区の補助金を活用した事業を構築してほしいと思
います。簡単に要件をおさらいします。地元や海外で行う小規模で
短期な活動です。様々な分野で活用ができます。多くのロータリア
ンが汗を流す必要があります。地域社会に長期的影響が期待できま
す。そして来年の7月から再来年2021年の2月までに実施してほ
しいです。クラブから補助金と同額以上をいただくことが条件にな
ります。是非地区の補助金の事業に申請をしていただきたいとおも
います。アメリカのロータリー財団に申請する関係上3月までの締
切になります。この時期から次年度の奉仕事業を構築するというの
は難しい部分があると思いますが社会奉仕活動にこの補助金をつ
かって行ってほしいです。
　続きましてもうひとつの補助金の事業にグローバル補助金があり
ます。こちらは6つの重点分野に該当する日本円で約300万円以上

の事業になります。プロジェクト実施国とのマッチングが必要とな
ります。6つの重点分野・平和構築と紛争予防 / 疾病予防と治療・
水と衛生・母子の健康・基本的教育と識字率向上・地域社会の経済
発展、この分野に関係する事業を構築してほしいと思います。とい
いましても海外のクラブと有効な関係を持つことはなかなか難しい
ことかもしれません。そこで2760地区独自のグローバル補助金マッ
チングサイトを設置しました。主にアジアのクラブです。2760地
区とマッチングを希望している事業が沢山あります。申請、実行、
報告まで現地のクラブが責任を持って行う事を約束されている案件
ばかりが載っています。こちらは一年中受付をしています。細かい
点に関しては補助金委員会に相談して下さい。
　3番目は奨学生についてです。奨学生には２つのシステムがあり
ます。1つ目はグローバル奨学生です。グローバル奨学生の条件は
6つの重点分野に該当する専攻課程を海外の大学院で勉強し研究を
進める事です。もちろん社会人でも大丈夫です。2つ目はRC平和
センターです。世界平和、紛争予防のプロフェッショナルを育てる
プログラムです。パートナー大学は世界に6箇所あります。日本国
内には ICU国際基督教大学の中にあります。2760地区からも5名
のフェローがいます。国境なき医師団や青年海外協力隊などで経験
を積み、この世界平和フェローに選ばれます。お願い事項の3です。
皆さんの周りの志の高い奨学生に相応しい人材を紹介して下さい。
本当に素晴らしいシステムです。使わないのは勿体ないです。
　4番目RCカードについてです。ここでひとつ絵本の抜粋を紹介
します。「僕がラーメン食べてる時、隣でミケがあくびした。隣でミ
ケがあくびした時、隣の兄ちゃんがチャンネル変えた。隣の兄ちゃ
んがチャンネル変えた時、その隣の町の男の子がバットを振った。
その隣の町の男の子がバットを振った時、隣の国の男の子が自転車
を漕いだ。隣の国の男の子が自転車を漕いだ時、その隣の国の女の
子が赤ちゃんをおんぶした。その隣の国の女の子が赤ちゃんをおん
ぶした時、そのまた隣の国の女の子が水をくんだ。隣の国の女の子
が水をくんだ時、そのまた隣の国の男の子が牛をひいた。隣の国の
男の子が牛をひいた時、その向こうの国の女の子がパンを売ってい
た。その女の子がパンを売っている時、そのまたやぶの向こうの国
で男の子が倒れていた。風が吹いている。その時、風が吹いていた。」
今日この瞬間にも日本のどこかにも、そして地球のどこかにも困難
な状況にいる人々がいます。この絵本が言っている事が私はRCカー
ドの理念に通じるものがあると思います。私達はマザーテレサさん
のようにはなれません。自分の買いたい物を買いたいし、食べたい
ものを食べたいです。その時にRCカードを使うことは免罪符だと
思います。RCカードを使うことによって自動的に0.3％が寄付に回
ります。皆さんも色々なカードを持っていると思いますが是非RC
の関係でスキーや温泉やゴルフなどに行く際はRCカードを使って
ください。たとえば2万円でショッピングをすると自動的に0.3％、
60円の寄付になります。一人分のポリオワクチンになります。皆さ
んがプラス0.3％払っているのではなくカード会社が負担してくれて
いる大変素晴らしいシステムです。本日の例会の支払などにRCカー
ドを使っていただき、本当にありがとうございます。
　是非皆さんに財団にご理解いただき、様々なシステムを活用して
いただきたいです。緒方貞子さんの名言に「熱い心と冷たい頭を持っ
て」という言葉があります。世界で良いことをするために財団への
ご理解ご協力よろしくお願いします。

卓話

例会のご案内

■今週 11月14日（木）    

■次週の行事 11月21日（木）    

： 
：

時 間
場 所

18時～20時
イーオリエンタルバンケット

R規定により休会

ボジョレーヌーボ例会

■次々週卓話 11月28日（木）    

： 
：

テ ー マ
会員卓話

新会員イニシエーションスピーチ
杉山　裕一 さん

藤野 直子  さん

テーマ：「ロータリー財団の多様性について」
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