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第2510例会

▲

本日のプログラム
「片田舎の私立美術館物語（新型コロナ下での生
き残り）」
BIZEN 中南米美術館 理事長兼館長
森下矢須之 様

No.2341
11月18日のプログラム
「ふくしま浜通りの“今”について 
―原発事故から10年の双葉郡の暮らしから―」
早稲田大学環境総合研究センター 次席研究員
山田美香 様

例会報告（11/4）
出席報告
会員数 96名（内出席免除者15名）
出席者 81名（内出席免除者出席12名）
出席率 87.10％（前々回訂正後出席率93.62％）
ビジター ０名

お 食 事
海老チリソース，
焼売，ザーサイ，
中華スープ

会長挨拶
今月はロータリー財団月間です。今日の卓話は辻委員長です。
財団室ニュースが毎月メールで送られてきます。11月号で気になった用語がありました。１つは AKS
会員（アーチ・クランフ・ソサエティ）とは累計25万ドル以上寄附したメンバーです。現在，日本に50人。
ロータリー財団の中で最高に栄誉ある認証です。アーチ・クランフとはロータリー財団の創始者です。も
う一つは PHS 会員（ポール・ハリス・ソサエティ）とは毎年1,000ドル以上寄附する意思をロータリー財団に
表明したメンバーです。現在，日本には1,126人です。
31日（日）に「自然と現代アートに触れる交流会」に参加しました。米山奨学生の張君と岡山 RC の米山奨
学生のチャン・ミーリンさんとカウンセラーの大塚さんにも参加いただきました。現代アートにたっぷり
触れてきました。張君もメンバーと話をしたり，BBQ で活躍し，岡山東 RC の親睦の雰囲気を感じたと思
います。参加メンバーの岡﨑シェフ，堀シェフがおいしい料理，うまいステーキを作ってくれました。あ
んなにあった食材がメンバーの胃袋に入りました。夜中の雨も上がり曇りでしたが犬島を堪能しました。
犬島精練所美術館はオススメです。
会長になると RI の日本事務局からたくさんのメールが届きます。気になるメールだけ読んでいます。ち
なみに RI の日本事務局は11月も在宅勤務だそうです。

第５回理事会報告
１．新会員選挙について承認されましたので，会員選挙の手続きに入ります。
２．地区大会展示パネル製作 事業報告書（案）が提出され承認されました。
３．ノスタルジックシリーズ第２弾～「Zoo－見る」事業報告書（案）が提出され承認されました。
４．ノスタルジックシリーズ第３弾～「師走だよ。シネマに全員集合」事業計画書（案）が提出され承
認されました。
５．新年特別例会「一年半ぶりです。夜間例会…奥様ご一緒に」事業計画書（案）が提出され承認さ
れました。
６．各ロータリー合同花火打上 事業計画書（案）が提出され承認されました。
７．NPO 法人チャリティーサンタへの寄付 事業計画書
（案）が提出され承認されました。
８．次世代の起業家創出応援プロジェクト2021 事業計画書（案）が提出され承認されました。
９．2022-23年度 理事および役員（案）が提出され承認されました。
幹事報告
１．11月のロータリーレートは，１ドル＝114円です。
２．地区ガバナー，地区大会実行委員長より地区大会のお礼状が届きましたので，他クラブ週報と一緒
に回覧いたします。
ロータリー財団表彰
国際ロータリー日本事務局より個人寄付の認証状並びに認証ピンが届き，髙山眞司会長には菅野正則副
会長より，他の方には髙山眞司会長より授与されました。
●ベネファクター
●第２回マルチプル・ポール・ ●第３回マルチプル・ポール・ ●ポール・ハリス・フェロー
ハリス・フェロー
ハリス・フェロー

髙山眞司 会長

米山奨学金の授与
米山奨学生の張曦明（チョウ

菅野正則 副会長

大塚学 幹事

●第１回マルチプル・ポール・
ハリス・フェロー

高橋憲志 S.A.A.

キメイ）さんへ11月の奨学金を髙山会長より授与していただきました。

委員会報告
●親睦活動委員会 内山淳 副委員長
・本日親睦活動委員会から12月５日（日）開催の「ノスタルジックシリーズ第３弾「師走だよ。シネマに全
員集合」」の案内文書をポスティングしています。今回は，年末家族特別例会で行っていた記念写真のほ
か，お土産，抽選会などを準備しております。師走で忙しいとは思いますが，たくさんの会員，ご家族
のみなさまにご参加いただき，楽しい年末家族会にしたいと思いますので，よろしくお願いいたします。
・11月18日（木）の例会にて「Zoo－見る」のフォトコンテストの表彰式を行います。
●写真同好会 写友「輪影」 松本崇 同好会幹事
本日例会終了後，４F 鷲羽の間にて写真選考会を行いますので，参加予定の方はよろしくお願いいたし
ます。

●探鳥同好会 小橋雅治 同好会幹事
探鳥同好会からご案内です。来週11月11日（木）例会後に探鳥同好会の総会を開催いたしますので，関係
者は参加よろしくお願いします。
●麻雀同好会「東風の会」 佐々木篤 同好会幹事
本日，第２回競技会の案内をポスティングしております。11月25日（木）午後６時30分から，ロイヤル
マージャン CL で行います。覚えてご出席をお願いいたします。

お祝い行事
会員誕生日
会員夫人誕生日
結婚記念日

横山（洋），大塚，岡本，萱原，西下，土岩，松永，森元，齊藤（博）
近藤（聡），藤田，友野，藤岡，髙藤，森元，高橋，舟橋
和氣，横山（洋），石井，佐々木，横田，平上，冨岡，宮本，糸島，近藤（典），瓦谷，
福武，齋藤（信），石田，石原，山田（泰），西下

11月４日のプログラム

「クラブ年次総会」
クラブ細則第５条第１節にもとづくクラブ年次総会が開催され，2022-23年度 理事・役員の候補者が選出
され，下記のとおり承認されました。

2022-23年度 理事・役員
会長
会長エレクト
副会長
幹事
副幹事（理事）
S.A.A.
副 S.A.A.
（理事）

直前会長
会計

議長

髙山眞司 会長

根木 克己
佐々木 篤
内山
淳
和氣 伸吉
小橋 雅治
佐藤 英明
井上 和宣
髙山 眞司
石井 英行

諸國眞太郎 指名委員長

会員選考
（理事）

会員増強
（理事）

親睦活動
（理事）

プログラム
（理事）

職業奉仕
（理事）

社会奉仕
（理事）

国際奉仕
（理事）

ロータリー財団
（理事）

青少年奉仕
（理事）


根木克己 次期会長

荒川 謙三
寺坂 幸治
平井 真也
松尾 政典
辻
和英
岡﨑 秀紀
横山 光彦
堀
善直
朝霧 元晴

佐々木篤 次期会長エレクト

11月４日のプログラム

「ロータリー財団について」

辻

和英 ロータリー財団委員長

本日は，卓話をさせていただく機会をいただきありがとうございます。11月は，
ロータリー財団月間です。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，第６代 RI 会長アーチ・クランフの呼びかけで発足しました。「世界
でよいことをしよう」は，ロータリー財団のモットーでありスローガンであり，自
分たちの住む町や地域はもちろん，世界のすみずみまで，人道奉仕の輪を広げてい
こうという願いを表しています。
ロータリー財団は，ロータリアンからの尊いご寄付によって支えられており，

①年次基金寄付， ②使途指定寄付， ③恒久基金寄付の３つの寄付金からなります。
2690地区の2020-21年度実績は，年次基金寄付で167.15ドル，使途指定寄付で37.44ドルといずれも寄付金目
標を超えています。また，主なプログラムには，①ポリオプラス・プログラム， ②ロータリー平和フェ
ローシップ， ③地区補助金とグローバル補助金によるプログラムがあります。ロータリーは，1985年以
来，ポリオ根絶のために30年以上も寄付を行っており，1988年以来ポリオの発症率は99.9％減少し，現在パ
キスタンとアフガニスタンに１例ずつのポリオの発症が報告されているのみで，根絶は目前となっていま
す。また，ロータリー平和フェローシップでは，国際関係，平和，紛争解決とその関連分野で学ぶ学生へ
の奨学金を拠出しています。さらに地区補助金とグローバル補助金によるプログラムでは，人びとにより
よい生活をもたらし，地域社会に貢献するロータリアンの活動を支援するもので，地区クラブが活用可能
な寄付金となっています。皆様にロータリー財団へのご協力をお願いできれば幸いです。
駆け足になりましたが，以上で卓話を終わらせていただきます。ご清聴ありがとうございました。

写友「輪影」展

選考会２（11/4）

11月４日（木）例会終了後，岡山プラザホテル４階鷲羽の間にて，『第31回写友「輪影」展』選考会の２回
目が開催されました。顧問の津嶋久仁香先生にお越しいただき，出展作品の選考を行いました。『第31回写
友「輪影」展』は11月29日から12月５日まで，天神山文化プラザにて開催されます。どんな力作が揃った
のか，是非その目でご確認ください。

ロータリー財団について学ぼうのコーナー
ロータリー財団の歴史
ロータリー財団を作ったのはどなたか，ご存じですか。
1917年，当時の会長アーチ・クランフが「世界でよいことを
する」ための基金をつくるというビジョンを発表し，26ドル50
セントの寄付でスタートしました。
1928年にロータリー財団と正式に命名されたこの財団は，世
界有数の財団に成長し，何百万という人のために人道的支援を
行ってきました。
1957年にはポール・ハリス・フェロー認証プログラムが創設
されました。右に個人からのご寄付の認証の一部を示していま
すように，後年複数のレベルが設けられております。
1979年，ロータリーがフィリピンで600万人の児童へのポリ
オ予防接種活動を開始。1985年にはポリオプラス・プログラム
が創設され，ロータリー財団は30年以上ポリオ根絶のための寄
付を行っています。2007年，ビル＆メリンダ・ゲイツ財団が
１億ドルのチャレンジ補助金をロータリーに授与。2013年，簡
素化された補助金モデルを導入。グローバル補助金と地区補助
金の２種類が導入されました。
2016年７月１日には，ロータリー財団創設100周年度を迎え
ました。

個人からのご寄付の認証（一部）
ベネファクター
遺言またはそのほかの遺産計画にロー
タリー財団恒久基金を1,000ドル以上
の受取人として指定した方，または恒
久基金に1,000ドル以上を現金で寄付
された方。

ポール・ハリス・フェロー
年次基金，ポリオプラス，承認された
財団補助金のいずれかに1,000ドル以
上を寄付した方。

マルチプル・ポール・ハリス・フェロー
年次基金，ポリオプラス基金，または
財団が承認した補助金プロジェクトに
追加で1,000ドル以上をご寄付いただ
くごとに，「マルチプル・ポール・ハリ
ス・フェロー」として認証されます。

ポール・ハリス・ソサイエティ・
メンバー（PHS）
毎年合計1,000ドル以上を，年次基金，
ポリオプラス基金，またはロータリー
財団が承認した補助金プロジェクトに
寄付する方。

メジャードナー
累積寄付の合計が10,000ドルに達した方。

アンチ・クランフ・ソサイエティ（AKS）
累積寄付の合計が250,000ドルに達し
た方。
辻ロータリー財団委員長作成データ

ノスタルジックシリーズ第３弾～

「師走だよ。シネマに全員集合」のご案内
12月５日（日）午前８時30分より，年末家族特別例会に代わり，MOVIE メルパにてご家族様と一緒
にディズニー映画を楽しみ，抽選イベントで盛り上がりたいと思います。年末家族特別例会で行って
いた記念写真も行います。
会員・ご家族皆様のご参加を心よりお待ち申し上げます。

