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皆さんこんにちは。
紅葉も間近に迫ってきておりま
すが、体調はいかがでしょうか。
先ほどご挨拶させて頂きました
が、父の葬儀に始まり、危惧して
いた通り娘の出産が重なり、親戚
の結婚式もありと奔走した 1 週
間でありました。
大切な指名委員会、ＩＭにも参加できず、皆さんにご迷惑
をお掛け致しました。とりわけ村瀬副会長にはＩＭでの次
年度ピーアールをして頂きました。そして岩本幹事には本
来会長が行うべき業務を押し付けた形となり、お二方には
大変ご迷惑をお掛けし申し訳ございませんでした。
本例会より気持ちを切り替え、仕事に、ロータリーにと全
霊を尽くそうと決意したところであります。今後ともより
一層のご理解、ご協力を宜しくお願い致します。
さて、本日の例会はロータリー財団委員会の担当で、中田
委員長を始めとする委員会の皆様にはお世話になります。
内容は「ロータリー財団 100 周年を学ぶ」と題して実施し
て頂きます。
深い内容については中田委員長にお任せすることとして、
私は少し財団について述べたいと思います。
そもそもロータリー財団の正式名称は、「国際ロータリー
のロータリー財団」であります。ロータリーの奉仕の理念
を信奉する点では国際ロータリーもロータリー財団も一
体のものであると言えます。
財団を語るには 6 代目のＲＩ会長アーチ・クランフを忘れ
るわけにはいきません。彼は 1917 年に、米国ジョージア
州アトランタの国際大会で「ロータリーが基金をつくり、
全世界的な規模で慈善、教育、その他社会奉仕の分野で、
何か良いことをしようではないか」と提案しました。数カ
月後に、この新しく誕生した基金は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
取りました。当初、これはクランフ会長への記念品の購入
資金でした。しかし、ミズーリの人たちは、記念品の代わ
りに基金に寄付することを決定しました。次の寄付はほど

なく米国カリフォルニア州サンフランシスコＲＣから寄
せられました。基金がやがてロータリー財団に発展してい
く、その過程の出来事です。
当初は明確なビジョンがあったわけではなく、大きな紆余
曲折を繰り返し、変遷を重ねながらも、現在各種補助金事
業、ポリオプラス等の事業を実施する財団へと繋がります。
この間 100 年余もの間、投げ出さずに支え続けたロータリ
アンには脱帽するわけですが、その根底には一貫してロー
タリーの奉仕の理念が支え続けた賜物であったと思われ
ます。
当クラブもグローバル補助金獲得に向け、ヤンゴン中央Ｒ
Ｃとの交流を現実のものとし、1 歩ずつ歩んでいくわけで
すが、会員の皆様のご理解と、ご協力が不可欠であります。
今後グローバル補助金事業について、様々なご意見を頂戴
して行こうと考えておりますので宜しくお願い致します。
まずはロータリー財団へのご寄付をお願いしまして、会長
の時間と致します。

＜幹事報告＞

幹事 岩本

正樹

◎ＲＩ本部より
・ザ・ロータリアン誌
◎国際ロータリー第 2630 地区ガバナー事務所より
・2019-20 年度地区補助金申請について
・地区世界社会奉仕補助金申請 後期分受付のご案内
・地区大会実施報告書
・2021-22 年度ガバナー候補者推薦について
・バギオだより 69
〇国際ロータリー第 2630 地区
濃飛グループガバナー補佐より
・ＩＭ参加の御礼
＜高山市青少年育成市民会議より＞
・「子ども・若者育成支援強調月間」における
街頭啓発活動出役の依頼
日時：11 月 16 日(金)16：30～17：00
＜高山市民憲章推進協議会より＞
・文化講演会開催のご案内
日時：11 月 29 日（木）
会場：高山市民文化会館小ホール
講師：根尾 実喜子氏
（飛騨市河合診療所 所長）
＜会報＞
・下呂ＲＣ
・美濃加茂ＲＣ
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＜ロータリー財団委員会＞ 委員長
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「ロータリー財団 100 周年を学ぶ」
皆さん、こんにちは。
今月 11 月がロータリー財団月間と
いう事で、ロータリー財団の活動
について知ろうという例会です。
高原会長のお話を思い出したり、
「ロータリーの友」をじっくり読
んで頂いたらよろしいとは思いま
す。
本年度委員長として、地区セミナーを受けさせて頂いたり
私なりに勉強し、どうしようかと思った中、良いビデオを
見付けましたので見ていただいて、財団への理解を深めて
頂きたいと思います。
17 分位ですので、ちょっと長めですが宜しくお願いしま
す。

＜１１月のお祝い＞
＜会員誕生日＞
仲谷 政美
高原 清人
直井 泰司
橋本 修
山本 辰男
清水 幸平
＜夫人誕生日＞
都竹 太志
平林 英一
村瀬 祐治
高橋 厚生
高原 武夫
松之木映一
岡﨑 壮男
＜結婚記念日＞
高原 清人
足立 常孝
岡﨑 壮男
村瀬 祐治
山本 辰男
渡辺 甚一
和田 良博
大原 誠
周
信夫

Ｓ１９年１１月 １日
Ｓ３２年１１月 ２日
Ｓ４３年１１月 ９日
Ｓ２３年１１月１２日
Ｓ２７年１１月２１日
Ｓ２６年１１月２６日

あやこ
紀子
ひとみ
佳美
優子
洋子
さとみ

１１月 ４日
１１月 ６日
１１月 ８日
１１月 ９日
１１月２４日
１１月２６日
１１月２９日

Ｓ５６年１１月 ２日
Ｓ５３年１１月 ８日
Ｈ ４年１１月 ８日
Ｓ５９年１１月１０日
Ｓ５３年１１月１４日
Ｓ５５年１１月１５日
Ｓ５４年１１月１７日
Ｓ５８年１１月２０日
Ｈ ５年１１月２３日

＜ニコニコＢＯＸ＞
10 月には、結婚祝いのお花を頂きありがとうございまし
た。愛のある一夜を過ごさせて頂きました。
久々野 国良

父の葬儀の際にはたくさんの会員の皆様にお参り頂きま
してありがとうございました。今後ともよろしくお願い致
します。
高原 清人

先日は、結婚記念日にお花を頂きありがとうございました。
年に一度の罪ほろぼしが出来たことに感謝して。
今井 俊治

昨日、父 50 回忌・母 3 回忌法要が無事終りましたので。
三枝 祥一

玉が飛びません。年なのか!!健康でゴルフが出来る事に
感謝してニコニコへ。
足立 常孝

本日午後一番にて、現場の検査が有り、早退させて頂きま
す。
橋本 修

