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ロータリーの綱領
ロータリーの綱領は、有益な事業の基礎として、奉仕の理想を鼓吹し、これを育成し、特に次の各項を鼓
吹育成することにある。
第１ 奉仕の機会として知り合いを広めること。
。
第２ 事業および専門職務の道徳的水準を高めること。あらゆる有用な業務は尊重されるべきであるという認識
を深めること。そしてロータリアン各自が業務を通じて社会に奉仕するために、その業務を品位あらしめ
ること
第３ ロータリアンすべてがその個人生活、事業生活及び社会生活に常に奉仕の理想を適用すること。
第４ 奉仕の理想に結ばれた、事業と専門職に携わる人の世界的親交によって、国際間の理解と親善と平和を推
進することにある。

11月
11月 ロタリー財団月間
ＲＩ理事会と、管理委員会は、毎年11月はこの月間を遵守すること、月間中、クラブは少なくとも一つのク
ラブ・プログラムを財団のために実施することを決定しました。
月間中は、ロータリー財団補助金受領者その他(例えばロ―タリー財団国際親善奨学生など)が、クラブ例
会や教育機関や地域社会の会合で、ロ一タリー財団について講演するよう、示唆されています。財団の奨学
金事業、および人道的諸事業についての知識と理解を深め、財団の推進に役立つプログラムを実施してくだ
さい。

七ヶ浜ロータリー・クラブ 第 853 回例会プログラム（2012
回例会プログラム（2012～
2012～13 年度 第 15 回）
平成 24 年 11 月 5 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会 場
『楽しい？？ロータリークイズ』
ロータリー財団委員長
11 月 12 日（月）クラブ協議会
11 月 19 日（月）ロータリー情報委員会担当例会

七ヶ浜国際村

プログラム

大町

睦夫

＜会長の時間＞
皆さんこんばんは、霜月に入り朝晩寒くなってきました。草花は霜で痛み、しおれてくる時期と申します。
会員の皆様も風邪などひきませんよう、健康管理には十分注意していただきたいと思います。
先日は、齋藤勝良会員のお母様がお亡くなり告別式がありました。
お手伝いしていただいた会員の皆さん、ご参列されました会員の皆さんおつかれさまでした。
また、11月3日（土）に七ヶ浜ロータリークラブ杯で、お世話になっています鈴木初雄さんが、宮城県少年
野球協議会の会長に就任致しまして、就任の祝賀会がありました。代表で出席してきましたので、報告致し
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ます。これからもご協力よろしくとのことでした。
それから、国際ロータリー第2800地区より山形県産米「つや姫」が会員各御家庭に届いたと思います。皆
様もおいしくいただいたかと思います。
それと、あさっての11月7日（水）15時から今年も富山シティーロータリークラブさんより町に薬の寄贈
式がございます。当クラブでは、三役と加藤社会奉仕委員長が出席しますので、当日時間のとれる方は、ぜ
ひご出席のほどよろしく御願いします。
それでは、今月の結婚記念日、誕生日のご紹介を致します。
結婚記念日：大町睦夫会員（順子令夫人）11月25日誕生日：渡辺透会員（11月5日・52回目）
鈴木正敏会員（11月11日・43回目） 瀬戸長一会員（11月15日・70回目）
最後になりますが、今月はロータリ－財団月間にあたります。本日の卓話は大町ロータリー財団委員長で
すので、よろしくお願いします。

第 853 回例会幹事報告
１. 第 2520 地区ガバナーより、
「松良ガバナーエレクト国際協議会ご出席壮行会ならびに伊藤大亜パス
トガバナー2013 年規定審議会ご出席壮行会、八谷郁夫パストガバナーロータリー財団研修会ご出
席壮行会」の開催案内が届いております。
日 時 平成 24 年 12 月 15 日（土）12：00〜14：00
場 所 江陽グランドホテル
会 費 10,000 円
２. 第 2520 地区ガバナーより、
「地区大会表彰（会員増強に対するガバナー賞）について」の文書が届
いております。
３. 第 2520 地区ガバナーより、「2012―13 年度ガバナー公式訪問の御礼」が届いております。
４. 多賀城・七ヶ浜商工会会長より、「平成２５年七ヶ浜町新春年賀の会開催準備委員会」の開催案内
が届いております。
日 時 平成 24 年 11 月 13 日（火）午後 2 時〜
場 所 七ヶ浜町中央公民館
５. 会
報
仙台南ＲＣより拝受

本日の卓話「楽しい？？ロータリー・クイズ」

ロータリー財団委員長 大町 睦夫 会員
１． ロータリー・クラブの最初の会合（例会）は、いつどこか？
（
年
月
日）（
）
２．アジアにおける最初の、ロータリー・クラブはどこか？
（Ａ：東京
Ｂ：フィリッピン
Ｃ：インド）
３．１９８９年規定審議会で承認された、ロータリーの第一標語は？
（Ａ：「世界平和」
Ｂ：「超我の奉仕」
Ｃ：「親睦」
４．ポール・ハリスは、ロータリーの初代会長である？
（Ａ：Ｙｅｓ
Ｂ：Ｎｏ）
５．ポール・ハリスは、国際ロータリーの初代会長である？
（Ａ：Ｙｅｓ
Ｂ：Ｎｏ）
６．ロータリアンは、国際ロータリーの会員である？
（Ａ：Ｙｅｓ
Ｂ：Ｎｏ）
７．ロータリアンであれば、ロータリーの標章を事業用、商用に使用しても良い？
（Ａ：Ｙｅｓ
Ｂ：Ｎｏ）
８．国際ロータリーの現会長は誰？
（
）
９．私たち地区の現ガバナーは誰？
（
）
10.第六分区・松塩ガバナー補佐は誰？
（
）
11.個々のロータリアンにとって、ロータリーの魅力とは？
（Ａ：奉仕
Ｂ：親睦）
12.ロータリー・クラブの管理主体は？
（
）
13.ライラ（ＬＹＬＡ）とは？
（
）
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14.インターアクトは？
（
才）～（
才）までである
才）までである
15.ローターアクトは？
（
才）～（
才）までである
16.ポール・ハリス・フェローとは、ロータリー財団に年次寄付または使途指定寄付、あるいは米貨（
）
ドル以上寄付した人
ドル以上
17.財団のベネファクターとは、金額を問わず、ロータリー財団恒久基金へ寄付する旨を遺書または資産計
画に書きしるしたことを財団に通知した人。または米貨（
（
）ドル以上を恒久基金に無条件寄付し
）ドル以上
た人をベネファクターという。 シェアシステムの対象とならない
18.2011 年 7 月～2012 年 6 月までの、全世界におけるポリオの発症数は？
（Ａ：1000
Ｂ：500
Ｃ：100
Ｄ：50
（Ａ：1000 人以内
Ｂ：500 人以内
Ｃ：100 人以内
Ｄ：50 人以内）
19.第六分区・松塩グループの名誉会員を含む、現在合計会員数は？
但し正会員兼名誉会員（名誉会員）カウントしない。
（Ａ：128
Ｂ：139
Ｃ：147
（Ａ：128 名
Ｂ：139 名
Ｃ：147 名）

未来の夢計画
ロ―タリー財団の「未来の夢計画」は以下を目的としている。
・財団の使命に沿つて、プログラムと運営を簡素化すること。
●ロ一タリアンにとつて関連性のある世界の優先的二一ズに取り組むことによつて、最大の成果が期待でき
るロ一タリアンの奉仕活動に焦点を絞ること。
・世界的目標と地元の目標の両方を果たすためのプログラムを提供すること。
●意思決定をさらに地区に移行することによつて、地区レベルとクラブレベルで、ロ一タリー財団が自分た
ちのものであるという自覚を高めること。
●□―タリー財団の活動に対する理解を深め、□一タリーの公共イメージを高めること。

新しい補助金について
新地区補助金について(District Grant)
新地区補助金は、一括して地区に支給されるもので、地区財団活動資金(DDF)の50%までを利用することが
できる。新地区補助金は、地元で生じた二―ズに迅速に応える柔軟性を持つと同時に、海外や地元のクラ
ブと協同でプロジェクトの実施を計画する目的にも使用できる。この補助金は、奨学金や職業訓練の支援に
充てたり、奉仕活動の後援、災害救援、地元や海外での奉仕プロジェクトの実施に充てたりするなど、さま
ざまな活動に使用することができる、試験(パイロット)地区は、試験段階に参加していない地区のクラブと
協力して、新地区補助金プロジェクトを実施することができる。

グローバル補助金(Global
グローバル補助金(Global Grant)
グローバル補助金は、財団の使命に関連する以下の6つの重点分野の一つにおいて、大きな成果と長期的
な持続が望める大規模な国際プロジェク卜を支援するもの。
●平和と紛争予防/紛争解決
●疾病予防と治療
・水と衛生設備
●母子の健康
●基本的教育と識字率向上
●経済と地域社会の発展
さらに、グローバル補助金には2種類ある。
1.クラブ&地区計画補助金
2.パッケージ・グラント

1.クラブ
1.クラブ & 地区計画補助金(Clu
地区計画補助金(Club
(Club & Distri
District
rict Developed Grants)
グローバル補助金の中の一つで、クラブ、地区が財団の重点とする6つの分野に関するプロジェクトを立
案し、財団へ申請するものである。2カ国以上のクラブまたは地区が参加する国際プロジェクトを支援する。
資金はDDFとWFと現金の組み合わせにより調達される。組み合わせ率は、DDFなら1対1、現金なら1対0.5でWF
が組み合わされる。申請手続きは、オンラインで行う。
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2.パッケージ・グラント
2.パッケージ・グラント(Packaged
パッケージ・グラント(Packaged Grants)
グローバル補助金の中の一つで、財団の重点とする六つの分野に関するプロジェクトをロ一タリー財団が
立案し、協力組織と合同で長期的で大規模なプロジェクトを実施するもので、協力組織との協力の下、ロ一
タリアンがプロジェクトの実施にあたる。WF、財団の収益、協力組織からの寄付等によつて資金が提供され
る。地区は、DDFを使つて、スポンサーとなることができる。

職業研修チーム（Vocational
職業研修チーム（Vocational Training Team)(V
Team)(VTT)
)(VTT)
グローバル補助金においては、チームは重点分野の範囲内で、自らの職業能力を高めるか、他の人に専門
的研修を行うかのいずれかでなければならない。職業研修チームは明確な目的を持ち、意図、持続性のある
成果、準備計画を提案するものでなければならない。経験豊富なロ一タリアンのチーム・リーダーとロ一タ
リアン以外の3人以上のチーム・メンバーで構成する。総数についての上限は無い。年齢制限も無い。メン
バーは、重点分野の―つに経験や専門知識があり、できれば重点分野に関連する専門職務か事業に雇用され
ていることが望まれる。

VTTの利点
VTTの利点
VTTは、1965年に始まった研究グループ交換（GSE）に見られるように、長年にわたるロータリーの職業研
修への取り組みを土台としています。若い専門職業人が海外で職業の実践風景を見学するというGSEの概念
を引き継ぐVTTは、さらに一歩進んで、メンバーが自分の職業スキルや知識を生かして奉仕に参加する機会
を提供しています。実地参加の程度はチームによって異なりますが、例えば、心臓外科手術と治療について
医師や看護師を研修したり、幼児教育に関するベストプラクティスを学んだり、新しい灌漑技術を農家に指
導するなど、さまざまな活動が可能です。効果的なVTTの実施により、地域社会の人々が自力で問題を解決
し、生活を改善する力を身に付けること。
資料 ロータリー情報マニュアル＆他より
親睦委員会】…ゲスト及びビジター
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
岡崎 正憲君：前回休みました。今月もよろしく。
加藤 寿光君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
佐藤
孝君：大町会員宜しくお願いします。
斎藤 勝良君：11月4日母の葬儀にクラブの方々参列いただきありがとうございました。
鈴木 喜市君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
鈴木
巧君：大町様卓話楽しみにしています。
渡邉
亨君：大町財団委員長本日はよろしくお願いします。
渡邉 陽一君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
19名中
15名出席 →78.9％ 前回修正・前々回修正ナシ

七ヶ浜ロータリー・クラブ 第 854 回例会プログラム（
回例会プログラム（2012
プログラム（2012～
2012～13 年度 第 16 回）
平成 24 年 11 月 12 日（月）18
日（月）18：
18：30〜例
30〜例 会 場
※ 引き続き「クラブ協議会」を開催します。
※ 次週以降例会プログラム・行事予定
11 月 19 日（月）ロータリー情報委員会担当例会
11 月 26 日（月）Ｓ・ＢＯＸ委員会担当例会
11 月 29 日（木）コンペ・親睦会
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七ヶ浜国際村

七ヶ浜町教育委員会室に於いて打ち合わせ
七ヶ浜町長市にて市川会長より復興支援目録贈呈
七ヶ浜町長・愛知県岡崎東ロータリー・クラブ・市川幾雄会長・青山俊次様・杉田雄男様・山内隆一様
七ヶ浜ロータリー・クラブ会員の皆さんと七ヶ浜町役場・町長室に於いて

＜会長の時間＞
皆さんこんばんは、本日は、国際ロータリー第2760地区愛知県の岡崎東ロータリークラブのみな様にご出
席いただいております。遠い所おいでいただきまして誠にありがとうございます。
早いもの2011年3月11日東日本大震災から昨日でちょうど1年と8ヶ月が経ちました。
先ほど副会長と七ヶ浜町の一部をご案内させていただきましたが、どうでしたでしょうか、
七ヶ浜町は、字のごとく、七つの浜があり、四方海に面した自然に恵まれた豊な町で、主に水産業・海苔
養殖などが盛んな町でございました。
しかし、自然災害には、どうすることもできなく、3.11 のいまだかつてない大震災では、92 名の尊い人命
が、お亡くなりになり、行方不明者も現在 4 名となっております。
当クラブでも初代会長が津波で惜しくも亡くなられました。
また、当クラブの会員数が震災当時は、20 名でしたが、1 名の会員が病気でお亡くなりになり、3 名の会員

が休会しておりまして現在 19 名で運営しております。
当クラブの会員全員が、被災しております。
復興は、少しずつ進んでいるようでございますが、まだまだ時間はかかると思います。
当クラブも震災後、県内外からのクラブからの支援をいただいております。
明日、役場教育委員会と打合せがございますが、今後ともご支援のほどよろしく御願い申しあげます。
最後になりますが、昨日3大奉仕委員会のみなさん、研修ご苦労様でした。また、本日はクラブ協議会でご
ざいますので、よろしく御願いします。

第８５４回例会幹事報告
８５４回例会幹事報告
１. 第 2520 地区ガバナーより、
「東日本大震災復旧・復興への取り組みについてのアンケ－ト」が届い
ております。
２. 第 2520 地区ガバナーエレクトより、
「国際ロータリー第 2520 地区ガバナーエレクト事務所開設」
の案内が届いております。
事務所 〒980-0003
仙台市青葉区小田原４―３―２０
電 話
０２２－２２４―０１５１
ＦＡＸ
０２２－２２４―０１５２
３. 第 2520 地区ガバナーエレクトより、
「次年度クラブについてのお伺い」の文書届いております。
４. 第 2520 地区ガバナーより、「ガバナー月信ＮＯ.５」が届いております。
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【親睦委員会】…ゲスト及びビジター
岡崎東ロータリー・クラブ
市川 幾雄様・青山 俊次様・杉田 雄男様・山内 隆一様
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
岡崎東ＲＣ様：岡崎東ＲＣ4名おじゃましました。
遠藤
均君：岡崎クラブの皆様、ようこそ。
大町 睦夫君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ようこそ。
岡﨑 正憲君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ようこそお出で下さいました。。
加藤 寿光君：岡崎東ＲＣの皆様ご苦労様です。
斎藤 勝良君：岡崎は母の生まれ故郷です。ご苦労様です。
佐藤
孝君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ようこそ。
鈴木
昭君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ご苦労様でございます。
鈴木 喜市君：岡崎東ＲＣの皆様ようこそ。
鈴木
巧君：岡崎東ＲＣ皆様ようこそ。
鈴木 正敏君：岡崎東ＲＣの皆様ようこそいらしゃいました。
山崎 澄義君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ようこそ。七ヶ浜です。
佐藤
孝君：岡崎東ロータリー・クラブの皆様ようこそ。
渡邊
透君：岡崎東ＲＣの皆様この度はありがとうございます。
渡邉 陽一君：本日は岡﨑東ロータリー・クラブのみなさまようこそいらっしゃいました。
渡邊 善夫君：岡崎東ＲＣ市川会長はじめ皆様遠い所大変ご苦労さまです。
【出席委員会】…本日の出席数（率）及び前回修正→19名中→19名出席→100％
前回修正→前々回修正ナシ

七ヶ浜ロータリー・クラブ 第 855
855 回例会プログラム（2012
回例会プログラム（2012～
2012～13 年度 第 17 回）
平成 24 年 11 月 19 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会場 七ヶ浜国際村
プログラム

地球環境について」
ロータリー情報委員長
山崎 澄義
※ 次週以降例会プログラム・行事予定
11 月 26 日（月）Ｓ・ＢＯＸ委員会担当例会
11 月 29 日（木）コンペ・親睦会
12 月 03 日（月）環境保全委員会担当例会
＜会長の時間＞
皆さんこんばんは、本日は、大変申し訳ありませんが、所要の為、欠席させていただいております。
会長挨拶は、渡辺副会長に御願いしましたのでよろしく御願いします。
先週は、岡崎幹事、渡辺副会長、社会奉仕委員会の皆さん岡崎東ロータリークラブさんのご同行、忙しい中
出席していただきまして誠にありがとうございました。
町との打合せでは、岡崎東ロータリークラブさんでは、町教育委員会のほうに100万の支援金をしたいと
いうことで、町では、12月上旬に校長会を開催するので、支援金の使い道を検討したいということでした。
また、町への贈呈式は来年1月か2月に行いたいということですので、その時はご協力御願いいたします。
それから、報告ですが、先週のクラブ協議会での議題ですが休会者3名の書類等は1ヶ月前に配布したとい
うことです。
それと会費の件は12月の理事・役員会で、決定したいのでご了解願います。
最後になりますが、本日の卓話、ロータリー情報委員会担当でございますので、山崎委員長よろしく御願い
します。

第８５５回例会幹事報告
８５５回例会幹事報告
１. 七ヶ浜国際交流協会会長より、
「キズナ強化プロジェクト」ランチ交流会」案内が届いております。
日 時 １１月２８日（水）１１：４５〜１２：４５
場 所 七ヶ浜国際村セミナ－室１
（詳細、別紙回覧のとおり）
２. 例会変更
塩釜東ロータリー・クラブ
日 時 平成２４年１２月１２日（水）１２：３０より
平成２４年１２月１1 日（水）１６：３０変更
場 所
太閤園ガ－デンホテル
事 由
大東ロータリー・クラブ創立４５周年記念式典出席の為
３．例会場所の変更
日 時 平成２４年１２月１９日（水）１８：３０
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場
事

所
由

ホテルグランドパレス塩釜
年忘れ家族会の為

本日の卓話 「きれいな空を守るために」
「きれいな空を守るために」

ロータリ情報委員長 山崎澄義会員

きれいな空の下、渡辺透会員
仲間と一緒に多賀城・七ヶ浜
復興大感謝会で
コンサートに奉仕しました

東日本大震災で被災沿岸部の
被災冷凍空調機器からフロンを
適切に回収する為に残存フロン
の調査をしました（冷凍コンンテナ）
（経産省オゾン対策室長案内：七ヶ浜）

被災空調機器の状態
（仙台港周辺）
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【親睦委員会】…ゲスト及びビジター
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
遠藤
均君：山崎さん、卓話よろしく。
加藤 寿光君：山崎さんありがとうございます。
佐藤
孝君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
鈴木
昭君：山崎さんありがとうございます。
鈴木 喜市君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
鈴木
巧君：山崎さん卓話ご苦労さまです。
鈴木 正敏君：山崎様卓話宜しくお願い致します。
渡邊
透君：山崎さん昨日はどうも。
渡邉
亨君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
渡邊 善夫君：山崎前会長本日の卓話宜しくお願いします。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
19名中
18名出席 →94.7％ 前回修正・前々回修正ナシ

七ヶ浜ロータリー・クラブ第 856 回例会プログラム（2012
回例会プログラム（2012～
2012～13 年度 第 18 回）
平成 24 年 11 月 26 日（月）18
日（月）18：
18：30〜
30〜例 会 場

七ヶ浜国際村

プログラム
「はじめる一歩」 Ｓ・ＢＯＸ委員長
※ 次週以降例会プログラム・行事予定
11 月 29 日（木）コンペ・親睦会
12 月 03 日（月）環境保全委員会担当例会
〃
理事会
12 月 10 日（月）クラブ総会

鈴木 喜市

＜会長の時間＞
皆さんこんばんは、先週は、所要で、新潟まで行ってきましたので、欠席しまして大変申し訳ありません
でした。
早いもので、11月も今週の金曜日で終わりまして、土曜日から師走に入ります。
これから、寒さもいっそう厳しくなりますので、風邪など惹きませんよう健康管理には十分注意していただ
きたいと思います。
それから、来月は年忘れ家族例会がございますので、各会員の社員・家族の皆さんのご参加をよろしく御
願いします。鈴木昭親睦委員長よろしくお願いします。
また、先週挨拶の中であったと思いますが、12月の理事・役員会で、次年度の三役を決定したいと思いま
すので、よろしく御願いいたします。
本日のプログラムは、Ｓ
Ｓ・ＢＯＸ委員会担当でございますので、鈴木 喜市委員長よろしく御願いします。

第８５６回例会幹事報告
８５６回例会幹事報告
１. 第２５２０地区ガバナーより、「2013 年 国際ロータリー年次大会（リスボン）」参加のご案内が
届いております。壮観
２. 第２５２０地区２０１１-２０１２年度ガバナーより、
「２０１１２０１２年度決算書」が届いております。
（別紙回覧のとおり）
３. 松島ロータリー・クラブ幹事より、「国際ロータリー第６分区松塩グル－プ合同三役会」の開催案
内が届いております。
日 時 １２月３日（月）１８：３０〜
場 所 ホテル壮観
４. 多賀城・七ヶ浜商工会会長より「平成２５年七ヶ浜町新春年賀の会の開催」案内が届いております。
日 時
平成２５年１月６日（日）１５：３０より
場 所
七ヶ浜町中央公民館
参加費
3,000 円
申込期限 平成２４年１２月１４日（金）
申込先
多賀城・七ヶ浜商工会七ヶ浜事務所

本日の卓話 「はじめる一歩」

Ｓ・ＢＯＸ委員長

最近、漫然とで過ごしている自分をふと！思う時がありまして。
これって私だけ？・・年のせいでしょうか
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鈴木喜市 会員

20 周年記念の行事を目前にしてロータリーの今日までのことを考えたとき「ロータリーの友」の１ペー
ジを思い出しました。
貴重なページを割いて編集長自らロータリー歴の浅い人向けに情報を連載してくれております。
それが今日の題の「はじめる一歩」です。 わたくし自身、初心に帰ってロータリーを前向きにとらえてい
きたい、そう思っております。
では早速「はじめる一歩」の一部を紹介したいと思います
最近のページをファイルしてあります・・その中から
「クラブの定款と細則」
「ロータリーに NO はない」 の２つのページを紹介
以上のように
・・編集長が解り易く紹介しておりました
みなさんも是非ご一読をおすすめいたします。
参考に 「はじめる一歩」表題と掲載の号
表題と掲載の号 をメモしてあります。
Ｓ・ＢＯＸ または、ニコニコ箱とも言います。
伊丹ロータリー・クラブ 深川純一氏 純ちゃん３分間スピーチ集より

ニコニコ箱についてそ
ニコニコ箱についてその１
先般、春の叙勲がありましたので、おめでたいことに因んで、ニコニコ箱についての話をします。
まず、ニコニコ箱と言うのは、ロータリーでは、世界的な‘慣例ではありません。日本にはありますが、世
界中どこの国にもあると言うものではないのであります。
日本で、ニコニコ箱の‘慣例が出来たのは、昭和１０年のことであります。関東大震災の被災孤児達を東京
ロータリーホームと言う孤児院で世話をしていましたが、東京ロータリークラブの人達が、昭和１０年に当
時オープンした多摩川園という遊園地に孤児達をつれて行ってやろうということになりました。
ところが、さてその金はどうしようかと言うことになりました。クラブの会員達は、お金持であります
が、クラブ自体には金はありません。
そこで、日本橋の羅紗問屋上村伝助商店の筆頭番頭であった関幸重という人が一計を案じ、あり合わせのボ
ール箱をもって、「あなたの誕生日ですよ」とか「お嬢さんが結婚されたでしょう」とか色々なことを軽妙
酒脱に面白く話しながら、例会場を回ったのであります。会員達が皆笑いながら財布の紐を解いたと言いま
す。
当時、大学卒の初任給が60円くらいの時代に600円の金があつまったといいますから、流石は東京ロータ
リー・クラブであります。これで孤児達を多摩川園に連れて行くことが出来たのであります。
それからは、関さんが、何かことあるごとにその箱を持って回ったのでありますが、あまり汚い箱では具合
が悪いだろう、皆がニコニコして金を出してくれるからと言うので、三越に注文して、えびす様の顔を彫っ
た箱を銚えました。これがニコニコ箱の起こりであります。
いずれにしても、戦前のロータリアン達は、金を集めるにしても色々考えてユーモラスにやったのでありま
すが、今日のロータリーには、このユーモアがやや乏しいとも思われるのであります。
なお、東京ロータリー・クラブのこの‘慣例に対して、大阪ロータリー・クラブは昭和５年だから東京より
も早いという説があります。
しかし、大阪ロータリー・クラブの場合は、遅刻等の時にＳＡＡがなにがしかの金銭を強制的に取り立て
る罰金箱であって、ニコニコ箱とはその趣旨が異なるのであります。
ニコニコ箱は、あくまでも、何か喜び事があったときに、会員達がそれを記念して、社会奉仕の浄財をクラ
ブに寄託するものであって、罰金箱のように人を責める形で金を集めるものではありません。罰金という恨
み辛みの篭もった金を社会奉仕に使うことはロータリーの趣旨に合わないのであります。したがって、
当クラブでは、罰金箱は｢すまんボックス』として、ニコニコ箱とは区別しているのであります。

ニコニコ箱についてその２
前回と異なり、今日は、ニコニコ箱についての原理的な話をしておきます。
ニコニコ箱には、寄付金の原則が支配します。即ち、『金を出したい人が、出したい時に、出したい金額だ
け出す」そして『出した入必ずしも尊からず、出さざる入必ずしも卑しからず』これが寄付金の原則であり
ます。
したがって、強制的要素の一切ないものをニコニコ箱というのであります。
このようにニコニコ箱というものは、何か嬉しい事があったときに、それを記念して、ニコニコ笑って、な
にがしかの浄財を入れるものであって、罰金的要素のないものを言うのであります。したがって、これは一
つの信託財産であって、クラブが何かの社会奉仕活動をするときのために、この善き因縁のお金でその仕事
をしてくださいよ、と言う形で、予めクラブ理事会に預けておくお金でありますから、クラブの通常会計が
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赤字になったからと言って、この金をクラブの赤字補填に使うことは出来ないのであります。
この場合は、クラブの会費を値上げするほかありません。何故なら、社会奉仕のためのニコニコ箱をクラ
ブの赤字補填に使えば、ロータリアンが社会奉仕財源をピンハネしたことになるからであります。
これに対して、当クラブの『すまんボックス』のように罰金箱であれば、クラブの赤字補填に使うことが出
来るのであります。何故なら、罰金箱は、原理的には、恨み辛みの篭もった金でありますから、本来、社会
奉仕に使うべきではないからであります。
要するに、お金を出した人の気持を尊重してクラブ理事会がこれを預かる、即ち、基本的には預かり金であ
って、クラブの財源ではないのであります。
このように、ニコニコ箱は、何時入って来るか判らない、いわば不時の収入でありますから、予算を立てる
ことが出来ません。したがって、事業計画も立てられません。したがって、ニコニコ箱の金は、当該会計年
度に使ってはならないのであります。
ニコニコ箱の管理方法は、６月３０日で〆て、その〆た金を次の年度の事業予算科目に載せるのであります。
このように、ニコニコ財源の支出方法だけは、会計年度が１年遅れになってくるのであります。
もし、当該会計年度に使うものとして予算を立てると、５月頃になって、ニコニコ財源が予算額に満たな
いと、『今年度の予算額（目標額）には未だ大分不足していますので御協力を御願いします』と言って、例
会でテーブルにニコニコ箱を回すようなことになります。これは強制になり、ロータリーの面目を汚すもの
であります。いささかなりとも強制にわたることがあってはならないのがニコニコ箱なのであります。
なお、他のクラブの状況を見ましても、例えば米山ボックスなど、ニコニコ箱以外の募金がクラブ内部で絶
えず行われているクラブは、割合に雰囲気が明るくて、大変活気にあふれているものであります。
【 親睦委員会】…ゲスト及びビジター
【Ｓ・ＢＯＸ委員会】
遠藤
均君：鈴木喜市さん、卓話よろしく。
大町 睦夫君：「はじめる一歩」楽しみです。
岡﨑 正憲君：鈴木喜市さん卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
加藤 寿光君：鈴木ＳＢＯＸ委員長、ご苦労様です。
斎藤 勝良君：ＳＢＯＸ委員長、卓話宜しく。
佐藤
孝君：先輩宜しくお願いします。
鈴木 喜市君：プログラム担当です。宜しくお願い致します。
鈴木
巧君：鈴木喜市ＳＢＯＸ委員長、卓話ご苦労様です。
渡邊
透君：鈴木喜市会員、卓話よろしくです。
渡邉
亨君：卓話ご苦労さまです宜しくお願い致します。
渡邉 陽一君：先週欠席しました。本日の卓話宜しくお願いします。
【出席委員会】………本日の出席数（率）及び前回修正
19名中15名出席 →78.9％前回修正・前々回修正ナシ

横組み
ＲＩ指定記事
ＲＩ会長メッセージ ロータリー財団はロータリーの土台 Ｐ1
ＲＩ会長 田中 作次
田中会長は、「ロータリー財団（Rotary Foundation）とは文字通り、ロータリーを支え
る土台（Foundation）であると考えます」と述べています。ロータリー財団を通して、
「世界でよいことをしよう」という財団のモットーを実践することができ、財団を通して、
一人でするよりもっと多くのことが可能になります、と呼びかけています。
全文（英文・邦文）はこちら

特集 ロータリー財団月間 私たちの財団 P5
ロータリー財団月間にちなみ、さまざまな視点からロータリー財団について紹介し
ています。

ＲＩ指定記事
授業は続く STEPHEN YAFA THE ROTARIAN11 月号 Ｐ6-11
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ロータリー財団管理副委員長のステファン Ｒ. ブラウン氏は、国際ロータリー（ＲＩ）超我の奉仕賞やロータリー財団特別
功労賞を含む数多くの受賞者です。アフリカやアフガニスタンで、彼が行ってきた多方面の活動をご覧ください。

世界でよいことをする
ロータリー財団未来の夢試験地区のプロジェクト
Ｐ12-16

ロータリー財団の仕組みが次年度から、世
界中で変わります。未来の夢試験地区とし
て、実際に新しい補助金制度のもと実施さ
れたプロジェクトを、紹介しています。

グローバル補助金
インドネシアのてんかん診療の向上を目指
して 東京浅草ロータリークラブ
ＶＴＴプロジェクトの実践
第 2760 地区ロータリー財団委員会職業研
修チーム委員会委員長 鈴木 文勝
グローバル補助金活用のポイント 川口東ＲＣ 隅内 道三
新地区補助金 豊田ロータリー育英会 豊田ロータリークラブ
圓山コッカンチャップ小学校校舎修繕事業 高梁ＲＣ会長 梅田 恭正
カンボジア王国で高床式小学校を建設 京都伏見ロータリークラブ

小さな地区の大きな挑戦と”
小さな地区の大きな挑戦と”壁” ロータリー財団「未来の夢」試験地区からの報告
第 2830 地区ロータリー財団委員長 富岡 義勝（八戸ＲＣ）

平和の担い手を育てる
平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー平和センター Ｐ17
「平和および紛争解決の分野における国際問題研究のためのロータリー平和センター」プログラムをご存じですか。現在、
ロータリー平和センターは、ブラッドフォード大学（イギリス）、クイーンズランド大学（オーストラリア）、国際基督教大学（日
本）、デューク大学およびノースカロライナ大学チャペルヒル校（アメリカ）、ウプサラ大学（スウェーデン）の修士課程と、
チュラロンコーン大学（タイ）の専門能力開発修了証課程の、計 6 か所にあります。その紹介です。

平和と紛争解決のために 第 10 回ロータリー・センター年次セミナー開催 Ｐ18-19
第 2750 地区 平和フェローシップ委員会 福澤 武文（東京八王寺南ＲＣ）
国際基督教大学（ＩＣＵ）で勉強をしてきたロータリー平和フェローの研究成果の発表会が、東ヶ崎潔ダイアログハウス国
際会議場で開催されました。
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「学友人道奉仕世界賞ゾーン受賞者」に第 2690 地
区の財団学友 Ｐ20
2011－12 年度倉敷東ＲＣ会長
遠藤 堯之

東日本大震災に対するロータリーの援助の中で、
財団学友たちが外国からの多くの支援を仲介してく
れました。その中のひとり、第 2690 地区財団学友の
角南有紀さん（2007－08 年度 国際親善奨学生・イ
タリアナポリ国立音楽院大学院留学・倉敷東ロータリ
ークラブ）が、2011－12 年度 「学友人道奉仕世界
賞」のゾーン入賞者（第 3 ゾーン）に選ばれました。そ
の活躍の様子をご紹介します。

公益財団法人ロータリー日本財団 新理事長就任のごあいさつ Ｐ21
公益財団法人ロータリー日本財団 理事長 千

玄室

日本財団の創立時理事長であった岩井敏代表理事の本年 7 月の急逝を受け、新しい理事長に千氏が就任、そのごあい
さつです。なお、日本財団の平成 23 年度の事業および会計報告は、当財団のホームページならびに Rotary Japan のホ
ームページ、本誌 12 月号に掲載する予定です。

やさしいロータリー財団の話 「恒久基金」ってなに？ Ｐ21
今年度始まったシリーズです。新会員に向け、ロータリ
ー財団について紹介します。

今を学ぶインターアクター Ｐ22-29
インターアクターたちの活動をご覧ください。

東日本復興のために
－インターアクト夏季研修－
第 2650 地区 インターアクト委員長
桜澤 仁志
復興ボランティア活動からの学び
クラーク記念国際高等学校横浜
青葉キャンパス
クラーク記念国際高等学校横浜青葉キャンパスＩＡＣ会長 妹背 綾乃

木更津東ＲＣ 青山 俊／大垣ＲＣ 矢橋達郎／厚木中ＲＣ／岡山西南ＲＣ／
篠山ＲＣ 畑 茂樹／精華高校ＩＡＣ 西村良秀／新井ＲＣ 佐藤 明臣／

「つなぐ・むすぶ・行動する」～インターアクト・ネット～
第 1 回全国インターアクト研究会 大会実行委員長 三木

明
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第 1 回全国インターアクト研究会が、「つなぐ・むす
ぶ・行動する」～インターアクト・ネット～のテーマで今
年 6 月に神戸で開催されました。研修を受け、来年の
再会を約束して、再び自分たちの活動地点に戻って
いきました。

心は共に 東日本大震災 東日本被災地支援訪問
記 P30-31
福山西ロータリークラブ

福山西ロータリークラブ（ＲＣ）の 2011－12 年度東日本被災
地復興支援プログラムの一環として、昨年 11 月の支援訪問
に続き、5 月 30 日から 3 日間の日程で 2 回目の被災地支援
訪問を実施しました。その訪問記です。「私たちの支援活動
は、これからも休むことなく継続的・計画的に進めていきます。
私たちのささやかな支援が大きな輪になり、被災地の復興に
向けて粘り強く歩み続ける方々の支えの一助となることを、
熱望してやみませんと福山西 RC は語っています。

「学生の力で世界とつながろう」プロジェクト P32-33
福島南ＲＣ直前副会長・復興支援室長 廣澤 俊樹

福島南ロータリークラブでは 6 月 10～16 日、福島大
学と協同で「学生の力で世界とつながろう」を開催し
ました。これは、福島大学の学生による大学生を対
象とした会議で、国内外の学生が集まり、福島県の
現状をその目で見るとともに、震災や復興について、
多方面から議論する、というもの。「緊急性がない、
結果が見えない」プロジェクトと評されたりもしました
が、参加学生した学生が各地で動き出そうとしている
そうで、遠い未来に種を播く支援も大事な支援でしょ
う。

ロータリー県外ＯＢ会 宮崎ＲＣ 岡本 俊則 Ｐ34
広島東ＲＣ東京会 ――人脈のフォロー
――人脈のフォロー 広島東ＲＣ 鵜野 俊雄 Ｐ35

創立以来間もなく 60 年を迎える宮崎クラブと、創立 50 年も過ぎた広島東クラブは、ロータリークラブのＯＢ会をもってい
ます。どのように運営しているのか、伝統ある 2 クラブの取り組みを紹介します。

よねやまだより
ありがとう、ロータリアン！ ⑨ 日本の母へ、感謝を込めて Ｐ36-37
今年度の「よねやまだより」は前年度に続き、米山学友、現役の米山奨学生から寄せられた体験談をもとに、ロータリア
ンとの“絆”を紹介するシリーズ「ありがとう、ロータリアン！」をお届けします。今回は、中国に帰国した今も、カウンセラ
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ーを「日本の母」として慕い、世話クラブとのつながりを大切に思う王(オウ)媛媛(エンエン)さんからの寄稿文をご紹介しま
す。

Rotary Moment 心に残るロータリーの体験 3 P38-39

今年度、新設の投稿欄です。「ロータリアンになって良かった」と思った
瞬間。その瞬間は人それぞれだと思いますが、ロータリーの活動の中
で何か、心に残る出来事を紹介する欄です。今後もふるってご投稿く
ださい。
私がロータリーにはまり始めたわけ 蒲郡ＲＣ 山本 洋一
世界中とのつながりを実感 西条ＲＣ 金子 卓行
誇りを感じたとき 熊本ＲＣ 小野 友道
父の背中 大和中ＲＣ 引田 俊一

はじめる一歩 ロータリーの女性会員 Ｐ40
新会員の方に向けてのコーナーで、前年度に続いて連載です。今回
は「ロータリーの女性会員」。

GLOBAL OUTLOOK

P41～48

今回は、ロータリー財団の新しい補助金について紹介しています。ロータリー財団の特集（P5～21）と合わせてご覧くださ
い。

縦組み

日本人の美意識 Ｐ2-6
静岡文化芸術大学学長 熊倉 功夫
「自然と日本人がどう関わってきたのか」ということが、私は日本人の美意識の根本
ではないかと思います。日本人の美意識を表現する言葉として、「花鳥風月」はなか
なかよい言葉です。

この人、この仕事
果て知らず「できる女」の向上心 P7-9
オフィスキャンドゥ代表取締役 宮永 満祐美
金沢百万石ロータリークラブ
文・池辺史生 写真・佐藤 敬
職業を通じて会員個人を紹介します。今回は金沢百万石ロータリークラブの会員です。

卓話の泉 Ｐ10-11
国立公園の歴史
輸血の今と昔
エレベーターあれこれ
例会での卓話を要約して掲載しています。この欄は、各クラブからロータリーの友事務所に定期的にお送りくださった会
報・週報から、一般的に豆知識として活用いただけるような卓話を選び掲載しています。

ロータリー俳壇 歌壇 柳壇 Ｐ12-13
投稿をそれぞれの選者が選び、掲載しています。
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バナー自慢 Ｐ14-15
各クラブのバナーを紹介していきます。会員の皆さまの投稿のペ
ージです。

友愛の広場 Ｐ16-19
会員の皆さまの投稿のページです。ロータリーから少し離れて自
由に、またロータリーライフでの意見、思いを語ります。

ロータリー・アット・ワーク Ｐ20-31
会員の皆さまの投稿のページです。各ロータリアン、各クラブの個性あふれる意見や活動を紹介しています。

表紙のメッセージ P32
8 月号からは、会員の応募写真、横・縦 2 つの表紙を飾っています。横は第 2690 地区・岡山県の岡山東クラブ・浦上 澤
之会員、縦は第 2710 地区・広島県の松永クラブ・井出 隆之会員の作品です。解説は引き続き、岡井耀毅氏です。
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