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梅村昌孝副会長

11月3日は
「文化の日」
でした。｢文化の日｣は昭和
21年11月3日に新憲法(日本国憲法)が公布されたこ
とを記念して昭和23年に制定されました。｢自由と平
和を愛し、文化をすすめる日｣とされています。
もともと11月3日は明治天皇の誕生日で明治時代
は祭日でした。昭和に入っても｢明治節｣と呼ばれ引き
続き祭日だったようです。戦後、帝国会議は、昭和21
年の11月3日の明治天皇の誕生日である｢明治節｣に
合わせて新憲法(日本国憲法)を公布したと考えられ
ています。
これは議会が国民にとって大切な日である｢明治節｣の11月3日を
｢憲法記念日｣として残したかったからと言われています。
しかしながら、
結果的には11月3日は｢憲法記念日｣にはなりませんでした。
5月3日が｢憲法記念日｣に決まったために、明治天皇の誕生日である明治節
の11月3日を｢文化の日｣と決めたようです。
これは近代文化の著しい発展を
遂げた明治天皇の時代、明治時代を念頭に置いて、
この｢文化｣とは明治時
代に発展を遂げた近代化のことだそうです。
また｢文化をすすめる日｣の前に
ある｢自由と平和を愛し｣という文言は国民主権・平和主義・基本的人権を3
本柱にしている新憲法の公布にちなんだものだそうです。
すなわち｢文化の日
｣とは｢新憲法の基、
自由と平和を愛し、明治時代から発展した近代文化をす
すめる日｣という趣旨があるようです。

出席報告

広瀬弘幸出席委員

会員71名 出席48名 （出席計算人数53名）

ニコボックス

出席率 77.4％

広瀬弘幸ニコボックス委員

・ 親友の杉江くんが本日よりお世話になりますので、
よろしくお願いします。
クラブ選手権の応援ありがとうございました。
今川 知也さん
・ 今川さんクラチャンおめでとう!!
野﨑さんボトルごちそうさまでした。
本日より杉江さんが入会いたします。皆様よろしくお願いします。
近藤さん楽しい卓話期待してます。
鈴木 淑久さん
・ 11月22日は私の誕生日です。
森
恒夫さん
・ 11月3日は奥さんの誕生日でした。
お花ありがとうございました。
昨日は大嶽さん、
田中さん、今川さんとたのしくラウンド出来ました。
亀井 直人さん
・ 妻の誕生日にきれいなお花を頂きありがとうございました。
市岡 正蔵さん
・ 妻の誕生日にお花をいただきありがとうございました。
松田 浩孝さん
大変喜んでおりました。
・ 名優ショーン・コネリー氏が亡くなりました。1966年にお会いして握手を
して頂いた事が一番の自慢です。007は永遠に。
松波 恒彦さん
ご冥福をお祈りします。
ロータリー財団委員会から依頼され卓話します。
・
近藤 茂弘さん
お手柔らかにお願いします。
すばらしいお話期待しています！！
・ 近藤さん、
村上
学さん 梅村 昌孝さん
萩原 孝則さん 本多 誠之さん
・ 地区より近藤茂弘さんをお招きして、卓話お願いしてます。
楽しみにしております。
また、安井さん、今川さん改めておめでとうございます。 湯澤 勇生さん
ありがとう
・ 先日も無事あつた朔日市を秋葉山圓通寺で開催出来ました。
ございました。野﨑さん、少しごちそうになりました。
ありがとうございま
す。
花井芳太朗さん

2020-21年度
国際ロータリーのテーマ

ロータリーは機会の扉を開く
（ROTARY OPENS
OPPORTUNITIES）

2020-21年度
名古屋瑞穂ロータリークラブ
会長のテーマ
「原点に戻ってロータリーを楽しみ、
力を発揮しよう」

・ 今川くんが三好CCのクラブチャンピオンになりました。
内田君が早くゴルフできますように！
泉
憲一さん
・ 今川さん優勝おめでとうございます。
次は中部アマ選手権目指して下さい。
渡辺喜代彦さん
・ 先日自宅玄関で転倒し、右膝を強打ヒビが入りましたがお陰様で良くな
って参りました。
昨日のゴルフ例会に出席久々のゴルフを楽しみました。
ご一緒して頂いた岩田修司さん、鈴木伸一さん、本多さんありがとうござ
いました。
野﨑 洋二さん
・ 昨日はゴルフ部会でした。松波先生、堀さん、酒井さんお世話になりまし
た。
ありがとうございました。
今川さん三好のクラブチャンピオンおめでとうございます！
杉山 裕一さん
・ 安井さん、今川さんおめでとうございます。
内田 久利さん 田中
宏さん 新見 光治さん
湯澤 信雄さん 原田 敬生さん 岡部 光邦さん
鳥山 政明さん 渡邉 将之さん 内藤 晶文さん

11月お誕生日おめでとう
千秋 季賴さん 入江 理さん 宮﨑 信次さん
鈴木 雅登さん 森 恒夫さん

新会員入会式
新会員：杉江建亮さん
杉江建亮と申します。
この度、泉憲一様、鈴木淑久
様に推薦者になって頂き入会させて頂く事になりま
した。
若輩者ではございますが、皆様に可愛がって頂き、
瑞穂ロータリアンに相応しい人間に成長していきた
いと思いますので、宜しくお願い致します。

幹事報告

山口哲司幹事

・ 例会後13:40より、第5回理事会と第3回クラブアッセンブリーを、4階
｢杉の間｣にて行います。
ご参加の程、
よろしくお願いします。
・ 11月8日(日)熱田RAC例会が10:00より、春日丘高校IACと合同例会を
行います。担当は安井さんです。
よろしくお願いします。
・ 次週11月12日(木)はR規定により休会となります。
・ 11月16日(月)16:30より、IAC例会を瑞陵高校4階社会科室にて行いま
す。
出席担当は、櫛田さん・村上さんです。宜しくお願い致します。
・ 次々週11月19日(木)18:00より、
ボジョレーヌーボ例会をANAグラン
コート名古屋にて行います。
ご出席される方はお願い致します。
・ 11月7日(土)新事務所への引っ越しに伴い、本棚など持っていかない備
品がいくつかありますので、
もしどこかで使われるなどありそうな方は受
付に写真が置いてありますので、
ご確認頂きお取り引きなどご協力お願い
いたします。

委員会・同好会報告
ゴルフ部会11月度
（第410回）
名古屋ゴルフ俱楽部和合コースにて、第410回ゴルフ例会が開催されまし
た。
氏名

優勝 今川 知也さん
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次回第411回12月ゴルフ例会は12月4日
（金）三好カントリー俱楽部に
て、忘年会は18：00~あつた蓬莱軒（本店）
にて開催されます。

卓話

地区資金推進委員会 近藤茂弘委員

ロータリー財団プログラムについて

皆さんこんにちは。
地区ロータリー財団委員会資金推
進委員会の委員近藤茂弘です。財団が皆さんにとって身
近な物と感じられたらなと思いますので、
よろしくお願い
いたします。
瑞穂ＲＣの2019-20年の財団寄付実績年は、年次寄
付基金が1人当たり245.45ドル、
ポリオプラス基金が１
人当たり40.68ドル、
恒久基金寄付が1,000ドルです。
こ
れは目標をすべて達成している素晴らしい実績です。皆
さんご寄付ありがとうございました。
本日お伝えする事は、
ロータリー財団の使命・存在意義、
ロータリー財団
への寄付、
ロータリー財団の基本的プログラムです。
ロータリー財団の使命
と存在意義からですが、
ロータリー財団の使命はロータリアンが、
人々の健
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。1917年第一次世界大戦
中にアーチ C.クランフRI会長は、
世界で良い事をするために、
と基金の設置
を提案されました。
1928年まで成長したこの基金は、
ロータリー財団と名付
けられ国際ロータリーから独立した別機関となりました。
その翌年1929年
に財団から初補助金500ドルを国際障害協会へ送られています。
もう少し詳
しく話ますと、
1947年ポールハリスの死後、
国際ロータリーの寄付が寄せら
れ、
ポールハリス基金が設立できました。
1985年、全世界でポリオ撲滅を目
指すポリオプラスプログラムを出した事が、財団の歴史の概略になります。
3
年前になりますが、
2017年にロータリー財団100周年を迎えました。My
Rotaryを見ていただくと、
ロータリー財団100周年の動画がありますので
一度ご覧ください。
ロータリー財団とは、
ロータリーの使命を達成するため
の手段です。
ロータリー会員は会費を通じて国際ロータリーを支援し、
寄付
を通じてロータリー財団を支援します。国際ロータリーの使命としましては、
職業人と地域社会のリーダーのネットワークを通じて、人々に奉仕し、高潔さ
を奨励し、世界理解、
親善、
平和を推進する事です。
ロータリー財団の存在意
義ですが、
ロータリアンの小さな好意を大きな成果に繋げる事ができます。
全世界で20万人のロータリアン・資金の最適化・高い投資収益率です。
貴方
の寄付と他の方の寄付が一緒になってポリオ根絶や、平和の推進、全世界で
行われる人道的プロジェクトの資金となっております。
大規模災害や、
紛争
地帯等の、最も必要とされるところに財団が資金を拠出しております。恒久
基金の運用域は過去20年で年率4.5％、
2018ｰ19年は約4.7％でした。
ロータリー財団の第三者の評価なのですが、
慈善団体の格付けを行う機
関のチャリティーナビゲーターはロータリー財団に最高評価の四つ星を11
年連続で付与しています。
四つ星の付与は何千もの団体の1％です。
しかも、
総合評価は財務健全性、
説明責任と透明性といった全ての点で満点のスコ
アとなっております。
続きまして、
ロータリー財団への寄付についてです。
まず、
寄付の種類は、
年次基金・恒久基金・ポリオプラス基金への寄付です。
年次基金とは毎年続
けていただく寄付の事になります。
地区の目標は一人150ドル以上のご寄付
をお願いしております。
恒久基金とはロータリー活動を末永く支えるための
基金です。
地区の目標は各クラブベネファクター1人をお願いしております。
ポリオ根絶のための資金は地区目標として、
1人30ドル以上です。
年次基金
寄付の使われ方なのですが、
三年後に元金全額を奉仕プロジェクトに使用し
ており、
後ほど話しますシェアシステムにより、
地区50％、
全世界50％で寄付
金の50％が3年後地区財団の活動資金や我々の地区で使えるお金である
DDFが活用できます。
財団のシェアシステムなのですが、
今年は2021年度
の補助金の財源は96万ドルです。
96万ドルの3年前の年次基金寄付という
のは、
2017年ｰ2018年の年次寄付の元金になります。
地区財団活動資金と
して50％、
国際財団資金としても48万ドルが下におりまして、
地区補助金が
24万ドル、
グローバル補助金として24万ドルの流れになっております。
恒久
基金寄付の使われ方は、
元金が支出されることなく、
全額基金として投資に
回し、
運用域を運営費や補助金に当てられています。
ロータリーカードはお持ちですか？ロータリカードを利用する事によって、
カードの種類によって利用額の0.3％、
あるいは0.5％がポリオ根絶の支援金
となります。瑞穂RCにおいては、
クラブのカードは持っております。皆様も、
My Rotryから個人用も申し込めますので、是非ご支援ください。
2019-20年度の寄付の実績なのですが、2760地区の総額としましては、
1,344,667.40ドルです。
年次基金としては、788,011.33ドルです。
こちらの
金額が今度3年後2022年から23年度の奉仕プロジェクトに使用されます。
全世界の各実績ですが、
アメリカ・インド・韓国に次いで4番目に日本です。
ロータリー財団の収支報告は支出が、3億3,520万ドルということで、相当大
きなお金です。
収入の方も約3億6,000万ドルあります。
続きまして、
ロータリー財団の基本的なプログラムとしまして地区補助金、
グローバル補助金、
ロータリー平和フェローシップ、
ポリオプラスです。地区
補助金なのですが、
こちらが一番皆さんよく利用して欲しいと思っているの
ですが、地元や海外で行う小規模で短期ロータリー年度内で完結する活動

に使用できる補助金です。
当瑞穂RCの今までの実績としましては、
2013年ｰ
2014年に仙台へのどんぐりの植樹が約20万円です。
2015年ｰ2016年の
IAC設立支援としまして、
地区の方から18万円を使いました。少し寄付の割
には非常に少ないと思いますので、
色々これから地区の補助金を使ってやっ
ていったらどうかなと思います。
今年度５１件の申請があり、
補助金総額とし
ましては、
2,650万円使われております。
当クラブの場合は、
皆様からの寄付
を基準以上にいただいておりますので、補助金を申請されたときは普通のと
ころよりも二割増しで受け取れるので是非やっていきましょう。
グローバル補
助金は、
6重点分野に該当していて、
地域社会のニーズに基づき、
長期的かつ
持続的に効果が測定できる、
２カ国以上のクラブまたは地区が合同で行う
大規模な国際奉仕プロジェクトに使用できます。
６重点分野というのは、平
和と紛争予防/紛争解決、
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、
経済と地域社会の発展です。
2760地区が提唱したグローバル補助金をご紹介したいと思います。
名古
屋大須RCは、台湾で3.1万ドル使っております。
こちらの方は歯科疾患治療
と口腔衛生プログラムの推進でした。小牧RCは、
タイで6.3万ドル使ってお
り、
腎臓透析機器の周辺医療機器の提供となってます。
こちらに関しまして
は、今月のロータリーの友に掲載されておりますので、
後ほど詳しく見ておい
てください。
VTTがやった事なのですが、
タイでのブドウ栽培者の為の労働
研修ということで、
タイに日本の農業者の方が甘いブドウを作るためのノウ
ハウを教えに行く事をやってまして、
今年度の10月辺りに皆さんのボックス
入っていたリーフレットの中にも書いてありますので、
また見ておいてもらえ
ると良いかなと思います。
2760地区が提唱したグローバル補助の件なので
すが、
4つ目の地区の国際奉仕委員会が、
コロナの対応事業ということで2.4
万ドル使っているのですが、
こちらは、
4カ国にフェイスシールドの寄贈をした
ということです。
グローバル補助金の奨学生は、1〜4年間修学に3万ドル以
上の奨学金が支給できるという仕組みです。
こういうことはやりたい人身近
にいましたら、
クラブから申請して欲しいので誰かいましたらご推薦ください。
続いて、
ロータリー平和フェローシッププログラムについてです。
世界各地
で平和の推進者となる人材を育てるための奨学金制度で、世界の六カ所の
有名大学と提携し、
ロータリー平和センターを設置しております。2021年ウ
ガンダにあるマケレレ大学にアフリカ初となるロータリー平和センターが設
立されました。
これに関して皆さんに知っておいて欲しいのは、
名東RCのホ
シザキ電機株式会社会長の坂本さんが25万ドルを寄付し、
2760地区が25
万ドルを寄付し、
マッチングして50万ドルの支援を実現させました。2760地
区からはロータリーの奨学生を過去5名輩出しております。
ポリオプラスプログラムは、
ポリオ根絶の認定が達成されるまで、
他のすべ
てのプログラムに対して優先されるRIの特別プログラムです。
こちらは、
1979年にフィリピンの子ども達にポリオの予防接種を始めて、
パートナー団
体と共に活動を続け、
全世界でポリオの発症が99％減らす事に成功しまし
た。
アフリカが無くなり、残るはアフガニスタンとパキスタンの後2カ国となっ
ております。
最新のポリオ発症の推移は10月21日現在、
パキスタンで79人、
アフガニスタンで53人、
全世界で132人ということになっております。
パキス
タン、
アフガニスタンと主に情勢が不安定な国境地帯を中心に流行が続いて
います。
パキスタンは2019-20年に相当数字が減っておりますが、
パキスタ
ンは政府の関心が非常に高く、
ポリオ撲滅の取り組みは、
強化されていると
いうことです。
現在、
日本国内で生後54ヶ月までに4回のポリオワクチンの接
種が必要です。
1人当たり2万円かかり、
2019年に日本で生まれた子どもは、
86.5万人いますので、
年間173億円の節約がポリオ根絶した場合できます。
早く終息する程、
経済効果が大きいです。
ポリオデーに合わせたキャンペーンということで、今日私が付けております
マスクも昨日買ってきました。
一口1,000円でマスクを進呈いたしますので、
皆さんよかったら寄付の方よろしくお願いいたします。
マスクの寄付により、
ポリオ移動図書館を寄贈予定です。
最後に、
瑞穂RCの場合は会費の中に寄付も入っております。財団に振り
込む際、
クラブ一括寄付としてするのではなく個々の実績に処理出来ます。
ロータリー財団としても寄付した方に色々とランク付けで認証がありますの
で、
地区としてよかったらどうですかという声がありました。
一度ご検討して
みてはどうでしょうか？

例会のご案内
■今週

11月12日
（木）
定款により休会

■次週の行事

■次々週卓話

11月19日
（木）ボジョレーヌーボ例会
時
場

間：18：00〜20：00
所：ANAクラウンプラザホテル7階
ザ･グランコートⅠ・Ⅱ

11月26日
（木）
テ ー マ： 熱田宮宿会活動報告
卓 話 者 ：あつた宮宿会会長 花井芳太朗さん

