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　皆さん、こんにちは。本日は、Ｒ財団月間ということで、
財団委員長の東先生に卓話をお願いしました。今日の
私のお話は、奉仕の第三部門である社会奉仕について
お話をします。社会奉仕は、クラブの所在地域、行政区
域内に居住する人々の生活の質を高めるために、時に
他と協力しながら、会員が行う様々な取り組みからなりま
す。社会奉仕は、ロータリアン一人ひとりが、「超我の
奉仕」を実証する機会であります。地域に住む人々の生
活の質を高め、公共のために奉仕することは、すべての
ロータリアン個人にとっても、また、ロータリークラブに
とっても献身に値することであり、社会的責務でもあります。	
社会奉仕の各種事例の中で、「環境保全」の事例として
山・野の植樹・森林の育成、河川の清掃・魚やホタル
の棲む清流保全、街路地の清掃や街路樹の手入れなど
の活動などがあり、「人間尊重」の事例として社会的弱者
（障がい者や児童養護施設の子どもなど）への支援、才
能ある人の発掘・支援（科学、作文、美術、音楽コンクー
ル、弁論大会などの開催や表彰）など、街の花壇づくり、
各種スポーツ大会支援などの文化活動で心豊かな人を
育てる活動などがあります。「地域発展」の事例として歴
史学習・案内板の作成、郷土の偉人銅像・記念碑建立・
ガイドの養成などの観光の街づくりや、街路地、花壇づ
くり・遊歩道の整備、公衆トイレ・ごみ容器の清掃保持
などの街並整備などがあります。
　当クラブでは、千本をよくする会を通じた千本浜公園
の清掃、沼津駅南口のクラブ石碑の花壇清掃、狩野川
花火大会後のクリーン作戦などがあります。社会奉仕活
動は、沼津クラブ単独の活動以外、他のクラブとの協
賛や地域住民とのコラボも必要かと思います。今後様々
な社会奉仕活動を進めていきましょう。

他ＲＣ出席 	大熊君（10.31沼津柿田川）

欠席者（8名）
石川（秀）君、石渡君、實石君、
三好君、森藤君、長橋君、大村君、	
渡辺（芳）君
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11月11日（金）
　会員リレートーク
	 会　員　　積　　惟貞君、奥村　茂春君

会員誕生日　渡辺　芳彦君
結婚記念日　三好　勝晴君

11月18日（金）
　イニシエーションスピーチ
	 会　員　　渡邉　秀一君

ロータリー財団月間によせて
　　　ロータリー財団委員会
	 委員長　　東　　宗徳君

Ｒ財団月間担当例会 卓話

東君…今月は、ロータリー財団月間です。一人で
も多くの会員のお力をお願いいたします。

１ ．例会変更のお知らせ
　新　富　士…11/15（火）は特別休会
　　　　　　　11/22（火）は特別休会
　　　　　　　12/13（火）はXmas夜間例会・
	 Ｇ補佐公式訪問
　　　　　　　12/27（火）は特別休会
　沼津柿田川…11/14（月）は裁量休会
　　　　　　　11/28（月）は12/4（日）
	 グラウンドゴルフ大会
　長　　　泉…11/16（水）は移動例会
　　　　　　　11/23（水）は祝日休会
　富士山吉原…12/15（木）は忘年家族会
　　　　　　　12/29（木）は特別休会
２ ．11/5（土）御殿場ＲＣ創立50周年記念式典
　⇒	石川会長・山本幹事　2名出席予定
３ ．ロータリー財団ご寄付のお願い（今年度地区

目標：US$150/人・年）ポストイン
　⇒	11月はＲ財団月間です。皆様のご協力をよろ
しくお願いいたします

４ ．12/22（木）忘年家族会（夜間例会・18:30点
鐘）のご案内 ポストイン

　⇒出欠回答・会費納入は受付にて
５ ．「ロータリーの友」11月号 配布

　Ｒ財団は1917年、当時のＲＩ会長アーチ・クラ
ンフが「世界で良いことをする」ための基金を作ろう
というビジョンを発表し、米国ミズーリ州カンザス
シティＲＣから26ドル50セントの最初の寄付金を
受け取りスタートしました。今では10億ドル以上の
寄付を受ける世界有数の財団に成長し、何百万人
という人のために人道的分野や教育面での支援活
動を続けています。
　Ｒ財団の寄付は「年次基金」「恒久基金への寄付」
「使途指定寄付」の3つがあります。①年次基金は毎
年全会員にお願いしている寄付です。当地区目標の
「会員一人あたり150ドル」がこれに当たります。こ
の寄付は3年間資金運用されて、3年後にその全て
が財団活動に使われます。②恒久基金への寄付は、
元金には手を付けないで、運用収益は翌年度の財
団活動資金に使われます。③プログラムを指定して
寄付するものです。ポリオプラスへの寄付や災害復
興のための寄付がこれに当たります。
　次に、資金の分配方法はシェアシステムと呼ば
れ、50％が国際的な財団活動のための資金（ＷＦ）
となり、残りの50％は地区の財団活動のための資金
（ＤＤＦ）となります。さらにＤＤＦは、地区補助金に
50％、グローバル補助金に50％に配分されます。
地区補助金は当クラブでは先月行った重症心身障
害児（者）の通所施設ミルキーウェイに対するスヌー
ズレン実践のための機材購入のための事業に使用
しました。この地区補助金プロジェクトは、2620地

区66クラブの全てが行います。グローバル補助金
は海外のクラブと共同で行う事業で6つの重点分野
の支援（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）予算規模が30,000ド
ル以上、長期に持続可能など、財団本部でのチェッ
クが厳格です。現在当地区で実施中の事業はフィリ
ピンの障がい者にバリスタの技能習得させるため
の施設提供と就業のお手伝いをする。申請中はス
リランカ中部の地域の学校に衛生的な水道設備と
安全な飲料水を供給する施設と衛生的なトイレを提
供する事業です。
　恒久基金の運用収益は年次基金と同様にＷＦと
ＤＤＦに50％ずつシェアされます。
　会員の方々には本日、Ｒ財団のご寄付について
がポストインされております。今年の地区目標は年
次寄付：会員一人あたり150ドルですが、寄付は
50ドルでも100ドルでも構いませんので、今年度は
寄付0の会員がゼロになりますようお願いいたしま
す。恒久基金：ベネファクター（1,000ドル以上寄
付）各クラブ1名以上。ポリオプラス：（2018年	
END	POLIO	に向けて）30ドル／人・年。
　オリコロータリーカードを利用してポリオ撲滅
を！現在カード入会者は7名です。スタンダードカー
ドは会費無料で財団への還元率は0.3％でポリオ撲
滅のための資金となります（2万円の買い物で60円、
ポリオワクチンが1本買えます）この機会にカードを
持ち、公共料金の自動引落としをされると自動的に
寄付につながりますのでよろしくお願いします。オン
ラインでの申し込みもできます。ロータリーカードで
検索し、Orico−ロータリーカードのＨＰを開き地区
コード2620とクラブコード14345を入力します。

紙面の都合により、一部を要約して掲載しました。

指 名 委 員 会
	 指名委員長　　山口　和一

次年度理事及び次々年度会長候補者の指名
クラブ細則第3条第4節第3項により、本節第2
項で決定した候補者を発表します。

〈次年度理事候補者〉
渡邉雅昭君・山口和一君・石川三義君
森藤恵二君・吉野聖一君・細澤哲哉君
東 宗徳君・實石 学君・渡邊洋二郎君

村上綾一君

〈次々年度会長候補者〉
細澤　哲哉君

ロータリーの標語

超我の奉仕
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