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第1698 回例会

先週（第1697 回例会）の記録

点鐘  
    
ロータリーソング“それでこそロータリー”
会長会務  
    
＊ゲスト紹介。
米山奨学生 林 多さん
＊本日はクリスマス家族例会です。会員そしてご
家族の皆様にたくさんご参加していただき、本
当にありがとうございます。親睦出席委員会の
皆様、準備ならびに運営の程、本日はお世話に
なります。今宵は美味しいお食事やゲームなど
の楽しいひと時をお楽しみ下さい。
＊１２月１３（日）日に開催された次期クラブＲ
財団委員長研修会・地区補助金管理セミナー、
次期ガバナー補佐会、庄司ガバナーエレクト国
際協議会出席壮行会にご出席されました４名の
皆様、お疲れ様でございました。
＊１２月の創業祝を差し上げます。
児島 良 瀧田賀久也 瀧本浩志 矢谷英志の
各会員
幹事報告  
    
＊例会変更のお知らせ
鳥取北
１月５日（火）新年祝賀会
ビジターの受付は、定時定例会場にて
鳥取中央 １月４日（月）休会・定款による
１月１８日（月）夜間例会
ビジターの受付は、定時定例会場にて
＊次週当クラブは通常例会です。
委員会報告  
    
＊親睦・出席委員会
出席率・スマイル報告
＊その他
年忘れ家族会  
    

会長会務 ( 副会長代行 )   
最初に寂しい報告をしなければいけません。
先日の理事会にて田中宏和会員が健康上の理由
で、林 壽延会員が高齢と健康上の理由で１２月
末にての退会を承認いたしました。
金田会長がお二人にお見舞いを兼ねて挨拶に行
かれたところ、林会員は社会福祉法人「ラカーサ
ゆくり」に入所されておられ、現在（７日）は日
赤に入院されておられました。お元気そうで皆さ
んによろしくお伝えくださいとのことでした。
また、田中宏和会員にも同日奥様と会われました
が以前血圧が高くご自宅で静養中とのことでし
た。こちらも皆様によろしくお伝えください、と
のことでした。お二人とも今現在での例会におい
ての挨拶は難しいと思います、とのことです。
なお、理事会では林会員には名誉会員に推挙す
ることを決定いたしました。皆様のご賛同お願い
します。（拍手にて賛同をいただきました。
）
岩崎陽一会員が第１回マルチプル・ポールハリ
フェローになられましたので、ピンを渡します。
さて、今年の冬はエルニーニョ現象の影響で寒
暖の差が大きいようです。本年もあと３週間とな
りました。今の世相を現すと言われる「今年の漢
字」が発表されます。京都清水寺の住職が大きな
筆で書かれる行事として有名ですが、今年で２１
回目だそうです。
２０１１年 「絆」 東日本大震災
２０１２年 「金」 金管日食
２０１３年 「輪」 東京五輪開催決定
２０１４年 「税」 １７年ぶり消費税の値上げ
さて、２０１５年、今年はどんな漢字になるので
しょうか？
幹事報告
＊ガバナー事務所より、次年度地区関係費後期分
納入のお願いと年末年始は 12 月 26 日から
１月３日までお休みです。

2015 年 12 月 18 日（金）18:30 ～ 21:00

2015年12月11日（金）12:30～13:30

＊理事会報告 以下の件承認しました。
①鳥取北 RC 創立５５周年記念のお祝いについて
②林 壽延会員 田中宏和会員１２月末にて退会
林会員については名誉会員に推薦。
③地区委員の件 次年度米山記念奨学委員会委員
に西尾正博会員を推薦
④尾崎放哉句碑協賛広告依頼は却下。
＊例会変更のお知らせ
智頭 12 月 16 日を 25 日へ クリスマス例会
12 月 30 日（水）休会 定款による
１月６日（水）休会 定款による
ビジターの受付は、１６日のみ定時定例会場にて
＊事務局 年末年始のお休みは 12 月 29 日（火）
から１月４日（月）まで
出席率
12 月 11 日 48 名欠席
15 名 68.59％
11 月 27 日 メーキャップ
3 名 85.12%
スマイル
＊森下哲也会員 / 岩崎さん、昨日はありがとうご
ざいました。
＊岩崎陽一会員 / ①本日、岩美店新装オープンさ
せていただきました。②誕生日。
＊宮本孟尚会員 / 徳吉さん、息子さん日本人オー
ナーシェフとして初めてのイタリアミシュラン
ガイドの星獲得、おめでとうございます。
＊岡本安量会員 / 麻木先生、大変お世話になりま
した。
＊金本勝彦会員 /12 月 18 日、年忘れ家族会着々
と準備進めています。
＊山下聖児会員 / 誕生日、42 才です。
＊西尾正博会員 / ブルーのタスキを忘れてきまし
たのでスマイルします。
＊バッジ不携帯・遅刻・早退 3 名
合計１６，０００円
＊ロータリー財団特別寄付：２件
卓話「ロータリー財団について」
会員 岡本安量さん

＊ロータリー財団の歴史
1917 年アーチ・Ｃ・クランフ RI 会長が「世
界でよいことをするために」の理念のもと基金
の設置を提案。
この基金が 1928 年の国際大会でロータリー
財 団 と な り ま し た。 ロ ー タ リ ー 日 本 財 団 は
2009 年 6 月に設立されています。
＊ロータリー財団への寄付と奉仕活動

大別すると「使途指定寄付」となる「ポリオプ
ラス」と、使途を指定しない「年次寄付」と
「恒久基金寄付」に分けられます。恒久基金寄
付はＲ財団の基盤強化のために寄付金元本は蓄
積し、運用益だけを奉仕に使うものです。ポリ
オプラスはポリオ撲滅宣言に向けての活動等に
限定して使われます。年次寄付はポール・ハリ
ス・フェローに代表される寄付（当クラブでは
＄１００万ミールや新入会員＄１０寄付も入り
ます。）で、寄付額を３年間据え置き後に運用
益と併せて奉仕作業に使われます。 ロータ
リー財団は、ポリオの撲滅や平和の推進と言っ
たロータリーの優先活動のために有効に活用さ
れています。
＊補助金の活用例
（地区補助金・グローバル補助金）
地区補助金は、地元地域や海外の地域社会の
ニーズに比較的小規模で短期の活動を支えるも
のです。
グローバル補助金はロータリーの重点分野のい
ずれかに該当するものであり、大規模な国際的
活動を支えるための補助金です。
・名古屋北 RC ～カンボジアに井戸 17 本、トイ
レ 40 ケ所建設されています。
・埼玉県川口西 RC ～ブラジルの病院にやけど治
療器を寄贈されています。
・西那須野ＲＣ～台湾山岳地の住民に無料健康診
断と健康管理教育。
・市原中央ＲＣ～インドネシアに水道設備と衛生
設備を建設。
・世界的にはポリオ撲滅へ 1979 年から予防接
種実施、現在 99.9% 制圧しています。
・我が西ロータリークラブも久しぶりに若桜駅の
美観づくり（花壇の植栽整備と若桜杉製ベンチ
の寄贈）プロジェクトを企画し、活動を行いま
した。
＊西ロータリーの財団への寄付状況
ポール・ハリス・フェロー（＄１，０００寄付）
になられると、証書やピンが届きます。
現在、当クラブではマルチプル・ポール・ハリ
スフェローが９名、ポール・ハリス・フェロー
が１２名のほか財団の友に２６名おられます。
しかし、10 名の方が「財団の友」に未登録で
した。その内８名の方から 10,000 円預かり
ました。現在 $ １＝ 120 円ですので $100
にはあと 2,000 円不足です。何とぞ不足分を
お願いしたいと思います。また、残り 2 名の
方も寄付いただけたらと思います。
今後ともロータリー財団への寄付のご協力をお
願いいたします。
次週例会予定
２０１５年１２月２５日（金）第１６９９回例会
卓話「健康経営のお薦めと山登り雑感」

全国健康保険協会 鳥取支部長 石本健一氏

（編集者 田中好洋）

