
 

 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

11 月 RI 月間テーマ「ロータリー財団」 
第 3069 回例会/No.19 2017 年 11 月 14 日 

               
 

1. 開会点鐘 
2. ロータリーソング斉唱 
3. 会長の時間 
4. 慶祝 
5. 米山奨学金贈呈 米山奨学生 コウ・シヘイさん 
6. ゲストスピーチ 大船渡西ロータリークラブ 

副会長 高木 久子 様 
7. 幹事および委員会報告 
8. 出席報告 
9.  ニコニコボックス 
10. 閉会点鐘   
 
・第 6 回日台ロータリー親睦会議のご案内 

［ガバナー事務所］ 
・壱岐例会来訪の御礼 

「玄海酒造㈱代表取締役社長 山内 昭人」 
  

 
 
■会長の時間「16 回/48 回」 立花 徳久 君 

こんにちは。トランプ大統領が帰
られ東京は静かになってきたよう
です。先週、東京に上京した時、ト
ランプ大統領の滞在中は東京駅の
コインロッカーに荷物を預けるこ
とが出来ず大変な状況であったよ
うです。   
11 月 5 日、花巻 JC の創立 60 周

年記念事業として前大阪市長橋下徹氏の講演会が開催さ
れ聞きに行ってまいりました。やはり凄い方ですね。大阪
市でいろいろな決め事をする場合、常に職員から市条例で
は認められません、出来ませんとの回答があり、橋下氏は
「それでは条例を変えましょう、特区を作りましょう」そ
ういう考え方で次々と既成概念に囚われたものを外し、新
しいものを作っていったようです。つくづく凄い市長であ
られたと思います。  
昔、大阪のドヤ街・西成区を訪れた時、とても怖い場所

と感じましたが、橋下氏の市長在任中に「西成特区構想プ
ロジェクト」を立ち上げ、夜にゴミを片付けたり、落書き
を消したりして街を綺麗にしていったそうです。また、ニ
ューヨークのジュリアーニ市長のお話しがありました。ニ
ューヨークのダウンダウンは非常に危険な場所で地下鉄
を安全にするには何から改善したらよいか考えた時、規律
を守るといったあたりまえのことから始めたそうです。以
前、ニューヨークへ一緒に行った方のお話しでは、大学生
時代の地下鉄は非常に危険で女性が居眠りなど出来ない
状況でしたが、現在は居眠りをしても安全なまで治安が改
善されたそうです。同様に西成区も特区へ指定し、集中的
に予算を投入し地域を綺麗にしていったそうです。その一
環としてホームレス居住のテントを強制撤去した際、テレ
ビではやりすぎではないか、一方では当然の行動である等
の報道もありました。人それぞれの感じ方はありますが、
町を綺麗にしていくと住んでいる方の意識が変わり、並行
して食べる場所をしっかりと提供したそうです。昔の方が

よく話してきたとおり、衣食住足りて礼節を知るというこ
とは、その通りであると思います。やはり、衣食住がしっ
かりしてないと、挨拶、礼節を身につけることが難しいと
思いました。橋下氏のお話しすることがすべて正しいわけ
ではありませんが、非常に思い切ったことを実行してきた
方です。現在、大阪府立高校の女子生徒が府に起こした「生
まれつき茶色い髪への黒染め強要」の報道がなされており
ますが、橋下氏は花巻であれば「生まれつき茶髪だからし
ょうがないよね」で通りますが、大阪ではそうはいかない
そうです。大阪では生まれつき地毛の茶系の子が更に茶色
に染め直してくることもあり、苦肉のうえでの校則なそう
です。しかし、今年から松井知事は規制を一部緩和し対応
する予定のようです。 
橋下氏は大阪府の高校が 47 都道府県中、学力、体力と
も全国最下位に位置するため市の教育委員会に改革をせ
まったそうです。橋下氏は高校時代に府立高校でラクビー
部に所属し、府大会で優勝し花園に出場しました。自分達
の平均体重は 65 ㎏のため、一人少ない 7 人でスクラムを
組みボールを入れたらすぐにボールを出す等の工夫をし
て体重が 80 ㎏級の強豪私立高校に挑んだそうです。橋下
氏の講演ではいろんな楽しいお話しがありましたので、ま
た次の機会に御披露したいと思います。 
本日は慶祝、ロータリー財団月間に因んでということで
国際奉仕委員会大委員長の上田穣君からお話しがありま
す。どうぞよろしくお願いたします。 
■慶祝 
◇会員誕生日          ◇結婚記念日 
三田 望君(26日)  横田 裕之君/恵美さん(30日) 

  
 
 
 
 

 
◇夫人誕生日 

  立花 真紀子さん(24 日) 阿部 秀子さん(30 日) 
  
  
  
  
 
 

◇在籍表彰            
 立花 徳久君(7 年)       

  
  
 
   
 
 

   ◆幹事報告◆幹事報告 
◆幹 
 
 
ここんにちは。Rotary2016 年手続要覧が発行されてお
ります。表紙の色が変わりましたが、ご存じでしょうか。
皆さん、お持ちになっていますか。手続要覧(104～112P)
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◆今後のプログラム 

 

◆今後のプログラム案 

には「国際ロータリーのロータリー財
団細則」が掲載されておりますので参
考にして下さい。皆さんへ財団につい
てどう説明したらよいか考えたとこ
ろ、ロータリーの友を活用することに
しました。ロータリーの友 11 月号 3P
の右上に「RI 指定記事」また 4P の

CONTENTS に「38 財団管理委員長の思い RI」との文言
があります。これは、ロータリーの皆さんは必ずこの記
事を読んで下さいねという意味です。RI 指定記事の大半
は会長関連の記事ですが、11 月はロータリー財団月間に
あたるためイアン H.S.ライズリーRI 会長は財団に関す
る挨拶をしております。この場をお借りして紹介させて
頂きます。～内容は省略・3P 参照～ 
財団は 1917 年に設立され今年で 100 周年を迎えます
が、当時の RI 会長アーチ・クランフ氏が「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、何かよいことをしようではないか」
と基金の設置を提案し設立されました。米国ミズリー州
カンザス・シティーRC からの寄付（26 ドル 50 セント）
が最初の始まりです。 
28P をご覧になって下さい。日本のロータリー100 周年
実行委員会について掲載されています。日本では 1920
年に東京 RC が創立され、東京オリンピック開催の 2020
年が日本のロータリー100 周年にあたります。実はロー
タリー財団は日本にも設立されております。ロータリー
財団の世界本部は米国イリノイ州エバンストンにありま
すが、当財団の協力財団が日本、オーストラリア、ブラ
ジル、カナダ、ドイツ、インド、英国に設けられていま
す。日本のロータリー財団が設立されたのは 7 年前で、
現在の理事長は千玄室氏が務めております。千玄室氏は
茶道裏千家前家元 15 代宗室で、ロータリー世界大会が日
本で開催された時の実行委員長です。 
RI 会長メッセージに「ロータリーが築いたこのモデルは、
他の団体には類を見ない、非常に効果的なものです」と
あります。どういう意味かと言いますと、53P の日仏青
少年国際交流プロジェクト IN 大船渡の記事をご覧くだ
さい。この記事はロータリー財団地区補助金を活用した
活動の紹介です。次に 73P をご覧ください。「ロータリ
ー財団奨学生、その後」ということで、宮崎大学の池ノ
上学長さんが 1973～74 年度、鹿児島西ＲＣから推薦を
受けロータリー財団奨学生として学んだ後、医者になり、
ロータリアンの影響を受けながら過ごしてきた内容が記
載されています。以上のように、ロータリーの友 11 月号
には財団の効果的な資金の使い道が掲載されています。 
38ＰのＲＩ指定記事も必ず読まなければならない記事
です。真ん中の「Ａｓｓｏｃｉａｔｉｏｎ～省略～大々
的なポリオ撲滅活動を挙げています。」は、卓越した団
体にＲＣ財団が選ばれたことを説明しております。また、
3Ｐに戻りますが、四段目に「平たく言えば、～省略～第
三者団体による評価でも裏付けされています。」と記載
されています。実際、ロータリー財団の資金の使い道は
分かりにくい点もありますが、花巻ＲＣも大船渡ＲＣの
ように地区資金を活用していろんな事業が出来るのでは
ないかと考えております。以前に花巻ＲＣでも地区の資
金を利用して、自転車をフィリピンに寄付したことがあ
りました。本日は財団のお金を有意義に利用出来ること
を皆さんにご披露しました。是非、ロータリーの友を読
んで財団を理解して下さい。 
最後に補足説明させて頂きます。花巻ＲＣはロータリー
財団に 6～7 万円、米山財団に 6～7 万円、奨学生に 37
万円寄付しております。我ＲＣはしっかりと地域貢献し
ているので、今後も自信をもって活動していきましょう。 

   
 
33 人中 13 人出席  
出席率  46.4％  
前回修正 60.7％ 
◇メーキャップ  
 11/5(日)青少年長期・短期派遣候補生オリエンテーション 
 阿部 一郎君  
出 

席報告  ■ニコニコ Box 
＜立花 徳久 君＞ 
妻の誕生日祝ありがとうございました。毎年誕生日を思

い出させていただき感謝いたします。 
＜阿部 一郎 君＞ 
妻の誕生祝ありがとうございます。

約 4 カ月姉さんとなります。4 カ月間
おとなしく言う事を聞いていこうと
思っております。11/5 長短期派遣候
補生のオリエンテーションに仙台へ
行ってきました。花巻から佐々木陽香
さん、小田島碧海さんがお母様と共に出席しており、説明
に対し真剣にメモを取っており、これからもう 2 回のオ
リエンテーションも頑張って欲しいと感じました。 
＜三田 望 君＞ 
誕生日祝ありがとうございます。還暦から更に一めぐり

してしまいました。これからが私の時間となります。 
＜横田 裕之 君＞ 
結婚祝を頂きましてありがとうございます。確か結婚

21 年です。 
◇第 3068 回例会のメニュー ◇委 嘱 

『天重』        地区監査委員会会計監査委員 
 
                                   谷村 繁君 
 
              
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 
11/21(火) 会員卓話 担当 髙橋 克典君 

「健康と癌治療」 
11/28(火) 会員卓話 担当 佐々木 史昭君 

「ベルンドルフ報告」 
12/5(火)  慶祝者スピーチ 米山奨学金贈呈 
12/12(火) クラブ総会 次年度役員選出  

担当 会長エレクト 三田 望君 
         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「壱岐 RC と壱岐中央 RC とバナー交換」               

クラブ会報委員会    
委員長：藤田 勝敏（今回担当）AD: 副委員長:横田 裕之 

橋川 秀治、 鹿討 康弘   

◆出席報告  

 

 

 

■ニコニコ Box 

 


