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２０１８年（平成３０年）１１月８日(木)晴れ 第２６２９回（当年度１５回）例会  
 

                
点 鐘                 会長  片平 博己君 

司 会                 ＳＡＡ  近藤 道麿君           

国歌斉唱                      「君が代」 

ロータリーソング斉唱            「奉仕の理想」 

四つのテスト唱和               近藤 道麿君 

    ― 言行はこれに照らしてから ― 

１.真実かどうか 

２.みんなに公平か 

３.好意と友情を深めるか 

４.みんなのためになるかどうか 

ゲスト及びビジター紹介 

地区ロータリー財団副委員長朱宮 新治君(犬山 RC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

愛知ロータリーE クラブ 

幹事 西込 修詞君       西田 忠幸君 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長挨拶                    会長 片平 博己君 

ここ最近は、WFF、愛知ロータリーE クラブさんとの合同

例会、古知野中学校での社会奉仕事業、そして、川と

緑のグリーン大作戦など、ロータリー事業が目白押しで

した。担当の委員長さんはじめご参加いただきました皆

様には感謝申し上げます。また、今週末は、地区大会

があります。例年とは場所が違うので勝手も違うことに

なりますが、もうひと踏ん張りよろしくお願いいたします。 

さて、今月は、財団月間ですので、参考になりそうなあ

る大学のレポートを紹介させていただきます。 

ペンシルベニア大学ウォートン・ビジネススクールの教

授アダム・グラントが、大学院時代に同大学のコールセ

ンターで働く職員のモチベーションを調べたときの話で

す。 

 
その大学では、コールセンターの職員たちが、一日中

卒業生に電話して、奨学金のための寄付を依頼してい

ます。グラントは、この仕事（夜、卒業生に電話して、お

金を要求すること）が大変困難で、また、離職率が高い

ことを知って、職員たちに実際に奨学金を受け取ってい

る学生を引き合わせたら、モチベーションが上がるので

はないかと考えました。 

そこで、グラントと仲間の研究者たちは、奨学生を職員

たちに引き合わせ、5分ほど話をしてもらいました。  

その 1 ヵ月後、職員たちの生産性に驚くほどの変化が

見られました。 1 時間当たりの電話回数は 2 倍近くに

なり、職員 1 人当たりの獲得した金額も、週 400 ドルか

ら週 2000 ドルに上がったのです。 

また、ある病院では、医師や看護師向けの張り紙とし

て、「手の衛生はあなたが病気に感染するのを防ぎま

す」という文面では、効き目がなかったのですが、文面

を「手の衛生は患者さんたちが病気に感染するのを防

ぎます」に変えたら、医師や看護師のせっけんや除菌
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用ジェルの使用量が 1.5 倍近く増えたそうです。このレ

ポートの副題には、「人生にポジティブな充電をもたら

すのは、他人の役に立つ生き方だった」とあります。 

ロータリー財団や米山奨学生、あるいは地元の団体に

対する寄付や援助についてのモチベーションを保つこ

とについても、その直接的な効果を知る機会を作ること

が効果的なのでしょう。それは、私たちには、何々して

やったという恩着せがましい気持ちからではなく、純粋

に「人を喜ばせたい、人の役に立ちたい」という気持ち

があるからです。また、日々、仕事に打ち込むことを

「職業奉仕」と表現するのは、「人の価値」を「個人の損

得ではなく、どれほど人の役に立っているか」に置いて

いるロータリアンとしての誇りがあるからではないでしょ

うか？ 

自分の使命と誇りを思い出させる機会を、ロータリー活

動から受け取る日々を過ごしたいものです。 

ロータリー財団表彰 

マルチプル・ポール・ハリスフェロー ピン贈呈 

片平 博己君 

 
ポール・ハリスフェロー 認証状/ピン贈呈 

中村 耕司君 

 
幹事報告  -別紙-        幹事 波多野 智章君 

祝 福 –別紙-                  猪子 明君 

出席報告              委員長 冨永 典夫君 

会員数 出席者数 欠席者数   出席率 

４５名 ２３名  ２２名 ６５．７１％ 

前々回 欠席者４名（１０月２７日） 

補正出席率 ８８．２４％ 

ニコボックス                   冨永 典夫君 

○本日はお世話になります。朱宮 新治君(犬山 RC) 

○.先日の例会ではありがとうございました。本日はよ

ろしくお願いします。    西込 修詞君(愛知 REC) 

○お世話になります。    西田 忠幸君(愛知 REC) 

○本日、クラブフォーラム、R 財団委員会よろしくお願

いします。ロータリー財団委員会、副委員長 朱宮

新治様ようこそ江南 RC へお越しくださいました。本

日の卓話よろしくお願いします。 

片平 博己、加藤 義晴、波多野 智章、暮石 哲真各君 

○私の母校の先輩である朱宮さんをお迎えして卓話

を聞ける喜び。              沢田 昌久君 

○本日、中日新聞社主催のナゴヤドーム ポールマ

ッカートニーのコンサートに行ってきます。B席５階

で14,500円。沢田研二のようなことがないように動

員要請がありました。         岩田 静夫君 

○愛知ロータリーEクラブ西田忠幸様、ようこそ江南R

Cの例会においで下さいました。そして合同例会時

の写真ありがとうございます。アドバイス頂いたバ

ッジを本日付けています。        猪子 明君 

○クラブフォーラムR財団委員会よろしくお願いしま

す。地区ロータリー財団委員会 朱宮新治様、よう

こそ江南の地へ! 本日の卓話よろしくお願い致しま

す。 

倉知 正憲、松岡 一成、庄田 元久、古田 嘉且

冨永 典夫、杉浦 賢二、南村 朋幸、中村 耕司

木本 寛、岩田 進市、近藤 道麿各君 

本日の卓話 

クラブフォーラム  

ロータリー財団委員会 沢田 昌久委員長 

 
地区ロータリー財団委員会  

副委員長 朱宮 新治様(犬山RC) 

 
今月11月はいわゆるR財団月間ということで、地区財

団委員会からお邪魔させていただいて貴重な例会時

間を頂き財団活動について基本的な内容で申し訳あ

りませんがお話させていただきますので、よろしくお願

いいたします。 

さてアーチ・クランプが掲げた「良いことをする」という

スローガンが1917年ロータリー財団発足の礎となり、

彼のそのビジョンと努力、そして世界中のロータリアン

の寛容さがあったおかげで、現在ロータリー財団は世
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界の人道支援団体の見本として尊敬されるようになり

ました。そしてロータリー財団は昨年、2017年には100

周年を迎えました。1世紀を超えて、ロータリーの柱とし

て活動し、多くの実績を積み重ねて来ました。 

この活動を支えているロータリアンは、現在世界で120

万人います。当江南RCの会員数は45名ですが、2760

地区の平均会員数は57名で地区では、ほぼ平均の状

況のようです。また本日は木曜日ですが、通常の例会

日は日本では25％が火曜日に水、木曜日が20%強に

開催され、90％が食時の時間帯に行っております。 

ロータリー財団は、世界中のロータリアンや一般の人

から集められた寄付金を管理する銀行のような機関で

す。寄付は、ロータリアンから現金で集められ、そのお

金は直接、あるいは世界中のロータリークラブを通じ

てプロジェクトにあてられます。 

寄付金の管理は厳しい倫理コードの下、経験豊富なロ

ータリアンが行っており、細心の注意をもって進められ

ます。ロータリークラブが寄付金をプロジェクトに利用

する場合にも厳しい管理のもと、持続可能な開発プロ

ジェクトに運用されています。 

ロータリーでは、地域に根づいて活動する会員が地元

や世界に持続可能な変化をもたらすために行動してお

り、35700クラブ、120万人の会員からのネットワークで

クラブの活動、支援イベント、ボランティア活動など、こ

れらの全てが人脈とビジネスネットワークを築く機会と

なっております。 

そして様々な課題を「機会」と、とらえるのがロータリー

の発想です。 

長年にわたり、世界の切迫したニーズに応えるため

に、疾病の予防、地域経済の発展、平和の促進、母子

の健康、非識字と貧困の緩和、きれいな水衛生設備

の提供などに取り組んでおり、25億人の子供たちにポ

リオの予防接種を提供しております。 

より平和な世界を築くために、大きなニーズのある6つ

の分野に重点をおき、国際関係を培いながら人々の

暮らしを支援しています。 

ここで江南RCの寄付、補助金利用を見てみますと、 

2017/2018年度では、年次寄付は1人当り110.90ドル、

使途指定寄付（ポリオプラス）は残念ながらございませ

んでしたが、ご協力感謝申し上げます。 

補助金利用プロジェクトでは、2017/2018年度は、「ち

びっこ警察官の交通安全アピール」の事業で227,760

円の補助金を利用され、また今年度、2018/2019年度

は、「中学生を対称に、胎児人形を使っていのちの授

業を行う」の事業で249,150円の補助金を利用されてお

られます。引続き毎年補助金を利用されて様々なプロ

ジェクトを推進して下さい。 

それではこれよりロータリー財団の基礎知識を振り返

って再認識してみて下さい。 

ご存知のように、地区財団委員会には、5つの小委員

会がございます。 

1.資金管理委員会  

2.資金推進委員会  

3.補助金委員会  

4.ポリオプラス・VTT委員会 

5.奨学基金・平和フェローシップ委員会 とあります。 

 
1.資金管理委員会 地区とクラブとの間で締結した

MOUを管理すると共に、補助金管理セミナーを援助、

地区補助金の報告書をチェックすると共に、各クラブ

が地区補助金を使用するプロジェクトの計画・実行・報

告書作成の一助となるチェックリストを見直し、更新し

ます。 

2.資金推進委員会 世界で良いことを行うロータリアン

の活動も資金ソースがなければ実現できません。そこ

で年次寄付と恒久基金の地区目標に向けて、ロータリ

アンの皆さんへのご寄付のお願いを担当しています。

またPHS,大口寄付、遺贈友の会と言ったご寄付への

登録のお願いも行い、寄付をいただいた皆さんへの認

証の手伝いも行っております。 

3.補助金委員会  クラブが地元社会や海外で様々な

奉仕プロジェクトを実施するために地区補助金やグロ

ーバル補助金を提供することの支援、また補助金事業

を奨励することによってロータリー財団の存在意義、ロ

ータリー財団への寄付の重要性を喚起しています。ま

た地区補助金の申請額が向こう２年間に渡って、約

92.700ドル増額されましたので是非申請して下さい。 
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4.ポリオプラス・VTT委員会  ポリオの現状に関する

情報をクラブに届けると共に、ポリオプラスへの寄付を

お願いするにあったて、寄付集めていただくためのヒン

トをクラブに提供し、ポリオ撲滅チャリティイベントを支

援、協力を行います。 

 
今年度も公共イメージの高揚に繋がるイベントとして、

第６回のＷＦＦが開催され大変多くのクラブさんも例会

を現地で開催され盛況でした。 

 
また重点6分野に関わる、持続可能で成果を測れ、地

域社会で主導出きるプロジェクトにグローバル補助金

を利用した事業を推進しています。 

5. 奨学基金・平和フェローシップ委員会   

6つの重点分野に関わる分野で、グローバル補助金を

利用し、海外の大学院で1～2年間、3万ドル以上の奨

学金を利用するプロジェクトで奨学生を派遣します。ま

た平和フェローシップはポールハリス没後50周年を記

念し創設されたポリオ撲滅に次ぐ重要なプログラム

で、世界の平和紛争解決に向けたリーダー（平和フェ

ロー）を育成するプログラムです。 

-平和フェローシップは世界に6つある平和センターで1

つは東京の国際基督教大学（ISU）にあり、日本から派

遣するフェローの募集、選考の仕事を行います。そし

て現在地区ホームページでグローバル補助金奨学生

の募集の案内をしております。 

当ロータリー財団委員会は、2760地区を通して4つの

テストを指標とするスピリッツを抱いた集団として、優

先課題に積極的に取り組まなくていけないと思いま

す。 

そしてロータアンが財団に対する理解を深め、財団活

動や募金に参加する意欲を高められるようにガバナー

を援助し、ロータリー財団とクラブとの情報伝達を行い

ます。 

RIのロータリー財団は、現在、アメリカのイリノイ州の

州法に則り登記された非営利法人となっております。 

財団は現在4名のRI元会長を含む15名の管理委員と

事務総長で運営されています。 

ロータリーはロータリー財団を設立したことによって新

しい奉仕の可能性と手段を手に入れることが出来まし

た。 

国際ロータリーとロータリー財団は、今や切っても切れ

ない存在と言えるでしょうし、ロータリー財団はまさにロ

ータリーの土台となっているわけです。これからも世界

で良いことするために、ロータリー財団に暖かいご支

援と更なるご協力をお願いいたします。 

本日は貴重な例会の時間を頂き、感謝申し上げます。

また財団への理解を深めて頂く機会となりますことと、

皆様のクラブの更なるご隆盛をご祈念申し上げます。 

ご清聴ありがとうございました。 

 
 
本日の食事 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
点鐘                 会長  片平 博己君 
 

  （担当 猪子 明） 


