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「ロータリー財団について」
テーマ

境遇改善1本

ロータリー財団委員会
委員長
副委員長 林 希一
委員
柳澤正敏

題目１.「ロータリー財団について」
２.「ロータリー活動で感じていること」
３.「職業奉仕の事例」

１．
「ロータリー財団について」
卓話結論 標語・毎年あなたも100ドルを
一人＄100以上の寄付を宜しくお願いします。
ロータリー財団の歴史と今日の流れ
最早 皆様御承知の通り
1905年2月23日ポール・ハリスによって世界初の
奉仕クラブ、米国イリノイ州シカゴにてロータリ
ークラブが、結成された。最初の例会開催 ロー
タリアン4名（ポール・ハリス36歳）後、12年後
1917年、米国ジョージア州アトランタの国際大会
で、アーチ・クランフRI会長が、「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良
き事をする為に基金をつくろう」と提案した事か
ら始まり、そして1928年（昭和3年）の国際大会
で、ロータリー財団と名付けられた。ミズーリ州
カンザスシティー・ロータリークラブから最初の
寄付金26ドル50セントから始った。このロータリ
ー財団を支える 非 営利慈善団体の基金が、今
日迄発展して行く事となった。
そして現在94年たった今日（2011年）…ロータリ
ー財団は、留まることを知らず、アーチ・クラン
フが思い描いた慈悲なる心のプログラムは、奨学
金、研究グループ交換、マッチング・グラント
（補助金プロジェクト）は、その裾野を脈々と広
がりを見せ、進化を遂げようとしている。

特に、財団の転換点になったのは、1947年1月27
日（昭和22年）にポール・ハリス（78歳）で、亡
くなった時に、ポール・ハリス記念基金を設けて、
ロータリアンに寄付をお願いしたら、130万ドル
以上が集まった。同年1947年には、最初の財団プ
ログラムが、実現した…それは、高等研究奨学金
と呼ばれ、米国、ベルギー、英国、フランス、メ
キシコ、中国の18人の若い人が選ばれ、他国でそ
れぞれの専門分野を勉強しました。当時この人達
をポール・ハリスフェロー、ロータリー・フェロ
ーと呼ばれてました。これが最初のロータリー国
際親善奨学生でした。（ちなみに戦後、日本の政
治家 緒方貞子が、財団奨学生としてアメリカに
派遣されている。）
日本では、1920年10月20日東京ロータリークラブ
創立
翌年1921年4月1日世界で855番目のク
ラブ国際ロータリーに加盟承認され
る。
初代事務総長チェリーペリーと創立の準備功労者
米山梅吉がいた。
その2年後 青天の霹靂ともいえる出来事
1923年9月関東大震災に、大阪ロータリーを通し
て当時の金額にすると3億円の寄付が、送られた。
この事によってロータリーが、なんたるかを身に
沁みて理解できた。と云われている。が、再びこ
の平和的なプログラムが、まさか16年後に第二次
世界大戦の渦中に蠢くことになった。ロータリア
ンの心中を誰が知る余地があった…だろうか。
1939年9月第二次世界大戦勃発 1945年9月2日終
戦
1940年9月日本ロータリークラブは、国際ロータ
リーから脱退を決議する。当時クラブ数48会員数
2,142名 内19クラブが、名前を水曜会、木曜会
と変えて例会を続けた。戦後1946年昭和21年1月
復帰宣言し、1949年3月念願の復帰を果たした。
以後敗戦の中脈々とロータリアンは、運動を展開
する。
財団の使命は「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」
世界からポリオ完全撲滅にむけて、（フィリピン
で最初のポリオワクチン接種活動始まる。）1979
年の初め、フィリピンのザビノ・サントス パス

− ２ −

トガバナーが、ポリオ免疫接種事業を行ってくれ
という手紙を書き結果として…1979年9月生後3ヶ
月から36ヶ月の子供約600万人に対して5年計画の
ポリオ免疫接種活動がはじまった。
（注釈）
国際ロータリー1978年4月〜5月の理事会は、「保
健、飢餓追放および人間尊重補助金プログラムを
設立し、1979年〜1980年度にロータリー財団に引
き継がれる。
プログラムの目的は、国際間の理解、親善及び平
和推進方法として、人々の健康状態を改善し、飢
餓を救済し、人間的社会的向上発展をはかる事に
ある。
日本のポリオ募金活動
1986年7月から5年間1991年迄とし目標額40億円の
ところ49億円集まった。
ビル・ゲイツ財団寄付（妻メリンダさんのおばミ
ラさんがポリオを患った）
2009年1月21日ビル・ゲイツ財団 総額3億5500万
ドルの寄付
（更にドイツ政府と英国政府が、ポリオ撲滅に2億
8000万ドルの寄付を誓約した。）
ロータリーでは、2012年6月30日までに合計チャ
レンジ2億ドルを調達する。
ちなみに切り抜き新聞
ポリオの単価 ポリオには、活性ポリオの生と、
不活性ポリオとがある。
仕入れは、両方とも海外から液化水素を活用して、
梱包輸入されて日本に入ってくる。
日本の場合は、只今活性ポリオの生でしか承認さ
れていない。…と言う。

従って、例会は、心の鏡を磨き自分が進化研鎖す
る場所でもあり、ありがたい場所であります。
いろいろ変化する心境における状態を言葉で発見
できる場所
皆々様との異業種交流その立場の違いから価値観
の交流の場によって自分が生きている位置確認の
できる場所…これが例会の場所であると認識して
感謝しております。
今後の課題

親睦と奉仕ロータリーは、やろうと
思うと何ぼでもある。山の様になん
ぼでも
マッチング・グラント 補助金を志
願して社会貢献を計る。

先般10月12日 藤川亨胤 講師をお招きした移動
例会の会場での出来事
出もどり会員指名 答弁に当りロータリーは、万
国博覧会行きのキップを手にしたようなもので、
非常に感謝している。世界に友達をつくろうと思
っています。
劉薇（リュウビ）米山奨学生 ドトールコーヒで、
出会ったおじさん中国に行って親と会った。
手作りギョウザ通訳なくても心が通じ会える。…
問題は、解決する。
大学の先生になって伝えたい…日本の優しい人と
出会って良くしてもらった事を…
私は、色々な困難を乗り越えてきた先生や社長さ
ん達に聞きたい…
どの様にして困難を乗り越えてきたのか…困難を
乗り越える。方法を教えて欲しい！
私の助言は、あなたは、この道を選択した。
時間あれば…虹の色

七色

２．ロータリー活動で感じていること
先ず結論 例会は、拘束力を持ちます。諦めが肝
心なのだ。これでいいのだ。良い事ばかり無し
中山会長 伊原会長 常盤会長 3年目にあたり
ロータリーは、これから…だなという感じであり
ます。
そして私のロータリー運動の考え方は、世界の社
会生活から個人生活に至るまで、人がいとなむそ
の境遇改善にありではないのかなと考えます。時
代その社会現象は、めまぐるしく変化変転してお
り、そんな中で、我々が一同に会し、今置かれて
いる人生、その人生交渉を考えさせられる例会会
場と思っております。

３．職業奉仕
26日仙台ボランテア活動を通して…石巻 称法寺
流入物撤去作業もろもろ話
人は遊びを根源として文化を育んできました。歴
史学者 ホイジンガ一
会社とは、こころがまえを教える場所 事上磨練
（王陽明）諸々話
お金 時間 家庭 が、うまく行くその操作方法
バッヂと同じ錆びたらお終い…
あまりにも有名な聖徳太子の言葉 和を持って尊
し

− ３ −

平和とは、穏やかに親しみ溶け合う気持ち…を平
和と言うそうです。
結びに 2012年 新しい次年度を迎えるに当り
日本航空の再建 スローガン
新しい計画の成就は、只不屈不撓の一心にあり、

さらば只思え気高く強く一筋に
京セラ 稲盛和夫会長 79歳 1932年1月21日生
まれ
憂き事の尚この上に積もれかし 限りある身の力
試さん 熊沢蕃山

例 会 報 告
会

長

挨

第2698回例会

拶

本日は常盤会長が所用で欠
席されておりますので、代わ
ってご挨拶をいたします。
先日、10月23日、24日と1
泊2日で「米山梅吉記念館探
訪研修旅行」に行ってまいり
ました。米山奨学生の劉薇さ
んと参加しました。今年度、
第2790地区米山奨学生は24名おりますが、今回の
研修旅行に22名が参加しました。米山梅吉記念館
は静岡県沼津市近郊にあります。こじんまりして
いますが、きれいな感じの記念館でした。10月は
米山月間で毎日どこかの地区が見学にきているそ
うです。
さて、米山梅吉氏のことを少々お話させていた
だきます。
米山氏は1868年静岡県に生まれました。偶然に
もポールハリス氏と同じ年に生まれています。そ
して、亡くなったのは1946年（昭和21年）で、こ
の翌年、ポールハリス氏が亡くなっています。ま
さに二人は同年代に生きたわけです。ポールハリ
ス氏がロータリークラブを創立したのは1905年、
38歳の時でした。米山氏が日本で始めての東京ロ
ータリークラブを創立し、初代会長となったのは、
1920年、米山氏が53歳の時でした。米山氏は和田
家に生まれましたが、14歳の時に米山家の養子と
なります。米山家から見込まれて養子になったそ
うです。20歳で東京に出て行きます。そして、三
井銀行に入り、常務取締役までになります。さら
に、三井信託銀行の初代社長になり、経済人とし
て成功しています。

2011年11月2日

50歳を前にして、「新隠居論」という説を唱え、
早く隠居して世の中に奉仕をするという活動をし
ています。米山梅吉氏の奉仕活動は広範にわたり
ましたが、全国の「ハンセン氏病の病院」を巡っ
て励ましたといいます。交通の発達していない時
代に全国を回るのは大変だったと思われます。
米山氏が亡くなって後、1952年に米山氏の遺徳
をしのび東京ロータリークラブが中心になり「米
山梅吉記念奨学会」が設立され、現在に至ってい
ます。2010年度で累計15,776名の奨学生を生み、
彼らが世界で活躍しているわけです。国際融和を
目指しての民間外交の役割も大きいと思います。
今日は、米山梅吉氏についてお話させていただき
ました。
それから、今回の研修旅行で天城付近で「東京
ラスク工場見学」という真新しい看板を見ました。
現在休会中の大川さんが伊豆で活躍されているの
を目の当たりにしました。大変うれしく思いまし
たので、皆様にご披露させていただきます。

第5回

理事会報告

１号議案

松戸市国際交流協会、スピーチコンテ
スト協賛の件
原案通り承認。

２号議案

松戸市立松戸高等学校合唱部宛贈呈の件
原案通り承認。

３号議案

55周年事業の件
会員ならびに天和RC会員へ手土産
（東京ラスク）承認。

４号議案

社会奉仕委員会、献血粗品代増額の件
献血粗品代37,240円、承認。

− ４ −

幹

事

報

・市川東ＲＣ
11月8日 の例会は11月6日の地区大会に振替
11月29日 の例会は夜間例会に変更
点鐘 18：00
場所 大黒家

告

１．クラブ内、会議・連絡事
項等の案内
①来週11月9日 の例会は、
午後6時半よりホテル･
ザ･マンハッタンにて
「松戸RC創立55周年記念
例会」が開催されます。
会員ならびにご夫人、多数のご参加をお願い
致します。
②本日例会終了後、理事会がございます。該当
する役員の方はご出席願います。
２．外部からの会議・連絡事項等の案内
①11月5日 、6日 にかずさアカデミアパーク
にて地区大会が開催されます。
登録されている会員の皆様、多数のご参加を
お願い致します。
11月6日 、9:00登録開始、9:30点鐘、15:30
閉会。15:45〜16:45大懇親会。
②松戸市教育委員会より「松戸市小中学校各種
音楽コンクール受賞記念演奏発表会のご案
内」が届いております。
11月12日 、9:30〜12:00、松戸市文化会館
（森のホール）にて開催されます。
③大原RCより故大原正子様、訃報のお知らせ
が届きました。ご冥福をお祈り致します。
通夜11月1日 18時より、告別式11月2日 11
時より、アスカ大原法輪閣。（千葉県いすみ
市大原9326）
３．他クラブ会報・その他
活動計画書が流山RCより、会報が銚子RCよ
り届いております。
４

例会変更の連絡
・松戸中央ＲＣ
11月10日 の例会は11月6日の地区大会に振
替
11月17日 の例会は遠隔地移動例会に変更
点鐘 18：00
場所 箱根湯本温泉「ホテル河鹿荘」

５

その他
特にありません。

お

【誕生】浅井利明君 7日

祝

い

【誕生】

君 18日

【誕生】杉浦章浩君 25日

【結婚】松葉ご夫妻 5日

【結婚】森田（力）ご夫妻 10日

【結婚】田原ご夫妻 20日

、
【結婚】土
肥ご夫妻 20日

■入会記念日

織田 信幸君 平成14年11月 6 日（9年）
松田 茂一君 平成14年11月20日（9年）

■ご夫人誕生日

宋
順子様 17日（
浅井 知子様 18日
松本 文代様 20日

■結婚記念日

土、
屋 ご夫妻 15日
小林（登）ご夫妻 22日

− ５ −

夫人）

委

員

会

報

告

ニコニコBOX
森田

10月23日の日曜日、松戸駅
周辺の清掃に参加しました。
杉浦裕さん、伊原さん、湯本
さん、森田さん、森田健人さ
ん、太田原さん、ご友人の北
野英伸さん、平松の８人。
私にとっても、自分の心の
清掃ができ、とても良い体験になりました。あり
がとうございました。

例

会

報

告

力君／結婚記念ありがとうございます。

松葉則明君／結婚記念日の御祝をいただき、あり
がとうございます。
湯本高之君／しばらく例会を休みまして申し訳あ
りません。結婚記念日の祝いをありがとうござい
ます。それと40型の大型テレビが手に入りました
ので、とても嬉しく、家内からも「良くやった」
とほめられました。
平松
徹君／家内のお誕生日、10月30日に黄色
いランの花が届きました。届いたとき女房の顔が
ランの花のようにかがやきました。私にとってい
まだにナゾ多き女性です。
田原晨暁君／お祝いありがとうございます。24年
です。来年はもう銀婚になると思うととしを感じ
させられます。合掌。
杉浦章浩君／誕生日のお祝いありがとうございま
す。54才には、もう少し時間があります。あとも
う少し53才でいられます。

会員52名
出席39名
仮欠13名

義務会員43名
義務会員33名
義務会員10名

小倉
島村
小林
飛田

純夫君
善行君
登君
勤君

鎌倉
大川
川並

康裕君
吉美君
芳純君

土、
屋
織田
草野

亮平君
信幸君
進君

地区大会
地区大会
松戸北ＲＣ

免除会員 9名
免除会員 6名
免除会員 3名

常盤
松田
三国

映彦君
茂一君
大吾君

11月５・６日
11月５・６日
11月１日

君／我家の女房とお互いの境遇淋しい境
遇を抱擁によってうめよう！と、…頑張ります。
誕生日ありがとうございました。
、
土
肥伸一郎君／結婚祝ありがとうございます。最
近今までのざんげの気持で家内と二人でゴルフの
早朝練習をつづけましたらとてもおだやかになっ
てきました。ゴルフをやっていてよかったです。
浅井利明君／妻ともども誕生日のお祝いをいただ
き、ありがとうございます。とうとう区切りの50
才になってしまいました。今後ともよろしくお願
い申し上げます。

本日出席率
79.59％
先々週出席率修正 77.55％→79.59％

渡辺

剛様

ニコニコBOX

当日￥65,000

累計￥ 435,000

財

当日￥ 3,324

累計￥ 60,039

団BOX

文責／橋口

松戸東ＲＣ
− ６ −

