2019-20 年度ＲＩのテーマ「ロータリーは世界をつなぐ」
ＲＩ会長 マーク・マローニー（ROTARY CONNECTS THE WORLD）

八戸南ロータリークラブ会報
例会日：毎週木曜日 12：30

例会場：八戸パークホテル

●ガバナー 沼田
廣 ● 会長 吉田 賢治 ● 幹事 伊藤
斉 ●コミュニケーション委員長 小原 隆平
ホームページ：http://www.hi-net.ne.jp/~hsrclub/
Email：hsrclub-2830@cd.hi-net.ne.jp
Facebook ページ：https://www.facebook.com/hachinoheminamirc/
Facebook ページに「いいね！
」をお願いします。
RI 第 2830 地区ホームページ：http://www.rotary-aomori.org/2016/

第 2125 回 例 会 記 録
《ロータリー財団委員会担当例会》
2019 年 11 月 21 日（木）
点鐘 12：30
レポート No.1557
《黙祷》
第 14 代会長

金田昭治様

11 月 18 日

ご逝去

四つのテスト
言行はこれに照らしてから
１）真実か どうか
２）みんなに公平か
３）好意と友情を深めるか
４）みんなのためになるか どうか

《出席報告》本多副委員長
正会員数 37 名。本日の出席は免除
会員 4 名を含む 21 名。出席率は 60％
です。前々回の例会は、祝日の週につ
き休会でした。

《会長要件》吉田会長
私と金田元会員とのご縁はとても古
く私がまだ小学校に入って間もないこ
ろからです。私の母の具合が悪くなり、 ・新会員候補の音喜多烈様についてご異議がありま
せんでしたので手続きを進めます。
鼻血が止まらなくなったことがありま
・ガバナー事務所よりホノルル国際大会についての
した。近所の病院では駄目で金田医院
お知らせが届いています。
の耳鼻科で診てもらって良くなったの
でその後はずっと耳鼻科だけでなく内科も先生の所
で診ていただきました。そういうことで私も小さい 《ニコニコボックス》慶徳委員
吉田会長 : 西尾財団委員長、本日はよろ
ころ風邪をひいたときなど金田先生に診てもらって
しくお願い致します。
いました。八戸南ロータリークラブに入会したとこ
伊藤幹事 : 西尾委員長、今日はよろしく
ろ金田先生もいらっしゃって改めてお付き合いをさ
お願いします。
せて頂きました。優しい先生だったなと思い返して
米内会員 : 西尾さん、今日はよろしく。
おります。
結婚記念日 : 小原会員
赤穂会員が瑞宝単光章を受賞されました。クラブ
から御祝のお花をお届けしました。赤穂会員は仕事
が忙しくてここ最近の例会は欠席しておりますが来 《コミュニケーション委員会》小原委員長
ロータリーの友 11 月号についてご紹
月には出席できるのではとおっしゃっておりました。
介します。5 ページに『11 月は「ロー
その時に改めてお祝いしたいと思っています。
タリー財団月刊」です。11 月～ 10 日は
今日の例会は西尾財団委員長の発表です、よろし
世界インターアクト週間です』とあり
くお願いします。
ます。15 ページにロータリーの友事務
局から依頼のありました八高インター
《結婚記念日》小原会員
アクトクラブ紹介の記事が掲載されています。蕪島
清掃について書かせていただきました、デーリー東
北の記事には 30 何回目と記載されておりましたが、
寄稿するにあたり過去の記念誌とかを調べましたと
ころ、1997 年くらいまでは種差海岸の清掃をやって
いて 98 年 99 年ははっきりしないのですが 2000 年春、
鈴木会長のころから蕪島海岸の清掃を開始したので
《幹事報告》伊藤幹事
はないかということで 20 年余りにわたってというよ
・来週の例会は湊高台の兆蘭で 18 時 30
うに記載してあります。2830 地区関連の記事がいく
分です、お間違いのないように。
つかあるので簡単にご紹介します。左開き 13 ページ
・12 月 19 日のクリスマス家族例会に入
に「私がロータリー財団に寄付する理由」CASE4 と
会候補者などご招待したい方がいらっ
して八戸北の源新育子さんの記事が掲載されていま
しゃれば事務局までご連絡ください。
す。右開きの 16 ページに青森ロータリークラブの「イ

ンドと日本 ロータリアンは音楽で！ !」という記
事があります。右開き 30 ページに「第 12 回青少年
交流事業」として埼玉の久喜 RC と野辺地 RC との交
流の記事が載っています。また、左開きの 33 ページ
には『友』電子版としてロータリーの友電子版のア
クセス方法が記載されています。ID とパスワードが
必要ですが事務局に伝えてありますということです
ので是非とも事務局にお問い合わせの上ご覧いただ
きたいと思います。
《ロータリー財団委員会》西尾財団委員長
本日財団に慶徳会員と本多会員からご
寄付をいただきました。ありがとうござ
いました。先程ロータリーの友 11 月号
のご紹介がありましたけれども今月は
「ロータリー財団月間」ということで財
団の中身とか認証の説明が載っていまし
たのでそれを引用しながらスライドを作ってみまし
た。電子版についてもお話がありましたがこの資料
も電子版からの物です。
・過去 5 年間の財団寄付の 1 位はアメリカで 2 位は
インド、3 位日本、4 位韓国、5 位台湾。今年の資料
ですと 1 位アメリカ、2 位韓国、3 位日本。
・寄付の分類は大きく分けて 3 つ、年次基金、恒久
基金、ポリオプラス基金

・寄付金の使われ方、地区補助金、グローバル補助金、
ポリオプラス
・当クラブの地区補助金事業は「よろず相談」、ロー
タリーの友「ロータリーアットワーク」に投稿した
記事の紹介。
・グローバル補助金は 6 つあるロータリーの重点分
野に使われる。2830 地区では「水と衛生」でタイと
の間でプロジェクトを行っている。
・2018－19 年度支出合計 3 億 3,500 万ドルの内訳、ポ
リオプラス 1 億 5,100 万ドル、グローバル補助金 8,700
万ドル、地区補助金 2,600 万ドル、ロータリー平和セ
ンター 500 万ドル、その他補助金 1,200 万ドル等
・2830 地区財団寄付目標年次寄付 1 人 150 ドル以上
ポリオプラス 30 ドル以上とあり当クラブとしても目
標にしている。11 月末現在 25,700 ドル ( 大口寄付
含む )1 人当たり 714 ドルで目標は達成している。
・ロータリー財団認証の説明、ポール・ハリス・フェ
ロー、ポール・ハリス・ソサエティ、ベネファクター、
メジャードナー、アーチ・クランフ・ソサエティの
5 種類。最高ランクのアーチ・クランフ・ソサエティ
は 25 万ドル以上の寄付者で日本で 46 名しかいない、
その中の 1 人が当クラブの黒田会員。
・認証によるポール・ハリス・フェローの説明。
・7 月に参加した「ゲーリー C.K. ホァン管理委員長
と懇談の集い」の報告

田中作治
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