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会長挨拶

新井君、石井（和）君、遠藤君、岡君、片野君、兼子君、山梨君、

山本（良）君、米山君

前々回

今　回

出席総数 出  席  率 メークアップ 修正出席率

会員総数

あなたが見えなくて残念でした。欠 席 者

28/33　　 　84.85%　　　　32/33　　 　96.97%

25/34　　 　73.53%　　　　　　　　  　36名

司会：山本　章君　指揮：久保栄子君

こんばんは、ロータリー情報

からお話しします。

11/13～14と　グランドホテ

ル浜松で2010-2011の2620地区、

地区大会が開催されました。

当日、太田君、渡邊君、小林

君、根津君、山口辰哉君、

幹事 内田憲一君

幹事報告

地区大会に出席の方々ご苦労様でした。

明日からタイに行く方々気をつけて贈呈式に出

席お願いします。

山梨パスト会長が喉の手術をして入院しており

ます。

１．

２．

３．

エサ・ラディティアさん（米山奨学生）

ようこそせせらぎ三島
ロータリークラブへ

11月10日　　岡　良森君会員誕生日

せせらぎ三島ロータリークラブ 検索

山田君、服部君、内田君、西原、が出席して下さいま

した。お忙しい中お疲れさまでした。　後程、ご報告

宜しくお願い致します。

　話は、変わりますが、高速道路の無料化についての

新聞記事がありましたのでご紹介いたします。

　「中小企業の８割高速無料化反対」

　「渋滞で納期遅れ懸念」

静清信用金庫がまとめた調査によると、取引先の中小

企業の約８割が高速道路無料化に「反対」の態度を示

したそうです。同金庫の経営相談部は「民主党は流通

コスト削減や地域活性化といったメリットを挙げてい

るが、経営者はデメリットの方が多いと感じている」

と分析していそうです。無料化反対の理由は、「渋滞

で納期や指定時間に遅れが懸念される」が78.9%で最多。

業種別でも製造業、非製造業ともに渋滞に対する懸念

がトップで、「財政の問題があるから」「車両が増え、

二酸化炭素排出量増加につながる」といった意見も多

かったそうです。無料化された場合の対応は、製造業

で「既存取引先への訪問回数増加」と遠方地域への新

規開拓」がともに44.4%に上り、受注獲得に向けた取

り組みを強化しようとする姿勢が目立ったそうです。

製造業とは対照的に非製造業では「特に何もしない」

が66.7%を占めたそうです。

　皆様は、高速道路無料化に賛成ですか又は、反対で

すか???????

無料化になった場合の対応を何か考えていますか????/

11月20日　　西原克甫君

11月25日　　加藤正幸君

会員誕生日



ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

久保栄子君：来週お休みさせていただきます。よろしく

お願いします。

澤田　稔君：タイに行かれる方ご苦労様です。国際奉仕

でタイのお子様の喜ぶ顔が目に浮かびます。超我の奉仕

すばらしいです。

スマイルボックス

プログラム委員会

地区大会報告

11月20日　　西原克甫君

11月25日　　加藤正幸君

会員誕生日

新RI長期計画(2010～2013年度)

３つの大きな重点項目

○クラブのサポウトと強化(強力なクラブ)

１　クラブの刷新性と、柔軟性を育てる

２　４大(５大)奉仕部門の全部門における調和のと

れた活動を行う

３　多様性を増進する

４　リーダーを育成する

５　ロータリーを進展させる

６　クラブと地区における長期計画の立案を奨励する

○人道的奉仕の重点化と増加(効果的な奉仕)

１　ポリオを撲滅する

２　以下の分野における奉仕の持続性を高める

　・青少年と青年のプログラム

　・ロータリー財団の６つの重点分野

３　他組織との協力関係を拡大する

４　地元や海外の地域社会で多大な効果をもたらす

プログラムを創造する

○公共イメージと認知度の向上(認知されるブランド)

１　イメージとブランド認知を調和させる

２　行動を主体とした奉仕をPRする

３　中核となる価値観を推進する

４　職業奉仕の理想を強調する

５　クラブにおけるネットワークづくりの機会なら

びにクラブ独自の主な活動について周知を図るよう

クラブに奨励する

国際ロータリーの使命

「私たちは、他社に奉仕し、高潔性を推進し、事業

と専門職種及び地域社会のリーダー間の親睦を通じ

て世界理解、親善、平和を推進する」

国際ロータリーのビジョン

「私たちは、全世界社会における人々の生活の改善

に奉仕するため、活発で行動あるクラブから成り、人々

から選ばれる奉仕組織である」

標語

　「超我の奉仕　　　Service Above Self」

　　中核となる価値観

　　　　奉仕　(Service)

        親睦　(Fellowship)

        多様性　(Diversity)

        高潔性　(Integrity)

        リーダーシップ　(Leadership)

補助金制度の変革　　未来の夢計画

新補助金　(1)グローバル補助金　(6つの重点分野)

①�平和と紛争予防・紛争解決

②�疾病予防と治療

③�水と衛生設備

④�母子の保健

⑤�基礎教育と識字率向上

⑥�経済開発と地域開発

(2)新地区補助金(DDFの50%まで)

     2010-11  試験的実施　(パイロト地区)

未来の夢計画試験(パイロット)地区　　

　　　　　　　　　　　　→世界で100の地区

(日本)　2580地区　2650地区　2690地区　2760地区

2770地区　2830地区

　

会長部会 会長　西原克甫君

(1) グローバル補助金

(2) 新地区補助金(DDFの50%まで)

を利用してプログラムを実施

３年間(2010年～2013年)の参加義務

2013-14年度より世界中で新補助金モデルが導入される

ポリオ撲滅の現状

９月30日現在、ビル・アンド・メリンダ・ゲイツ財団

から３億5500万ドルの寄付に対するロータリーの２億

ドルのチャレンジ寄付金は、約１億4700万ドルに達し

た

(ポリオの発生件数)

  2008年　　　　　　　　1651件

　2009年　　　　　　　　1604件

　2010年9月22日現在　　　663 (前年同日　1020件)

　(内訳)

　ポリオ常在国(4カ国)  110件　(前年同日  770件)

　その他の国　　　　　　553件　(前年同日　250件)

                   　  (うちタジキスタン458件)

2010年規定審議会

主な採択制定案

○Eクラブを地区に二つまで認める件

○理事会の承認による出席規定の免除は、最長１２ヶ

月間とする件

○ロータリー歴と年齢の合計が８５年以上という場合

の出席規定の免除の要件に、年齢６５才以上という条

件を追加する件

○移籍ロータリアンおよび元ロータリアンの転入先の

クラブへの入会は、かつて所属していた元クラブの理

事会からそのクラブに所属していたことの証明を受理

することを条件とする件

○会員身分を終結に関する規定に現行の四つのテスト

に加えて「ロータリーアンとしての高い倫理基準」を

追加する件

○PETSを３月～３月、地区大会を３月～５月に実施す

ることを認める件

○標準ロータリークラブ定款第５条の四大奉仕部門を

改正して奉仕の第五部門として「新世代奉仕」を加え

る件

○半期人頭分担金を、11-12年度25.5ドル、12-13年度

26ドル、13-14年度26.5ドルとする。13-14年度以降は

次の規定審議会で決定する

○RI理事に弁済された全経費をRI次年度報告書に記載

することを義務づける

○財団管理委員会に弁済された全経費を財団年次報告

書に記載することを義務づける件

○規定審議会の決定は5%以上のクラブの反対の意思表

示があったときは効力を一時停止する件

○規定審議会の代表議員は３回を超えて出席してはな

らないと規定する件

主な採択決議案

○クラブに研修・リーダーシップ委員会の設置を奨励

するようRI理事会に要請する件

○ロータリアンのパートナーを財団の補助金・奨学金

プログラムの無資格者とすることを検討するように管

理委員会に要請する件

○RIの第二の標語を「One Profits Most Who Serves 

Best」と変更する件

○「社会奉仕に関する1923年の声明」の第１項を、奉

仕の哲学の定義として使用することを検討するようRI

理事会に要請する件



次 回 例 会

３月13日（土）（12日の振替）

植林事業

ロータリー世界各地から

ＲＯＴＡＲＹ　ＷＯＲＬＤ

会員誕生日 ４月２日　　山本良一君

４月29日　　石井邦夫君

４月６日　　大房正治君

４月16日　　小林　勝君

４月20日　　岡　良森君

４月30日　　土屋　巧君

入会記念日

　土屋　巧君ゴルフ同好会

１１／２８（日）は三島西クラブとの対抗戦です。

組み合せ表をＦＡＸにて送信しておきますので、ご

確認ください。

団体戦ですので、皆さんがんばってください！

地球温暖化を防ごうとこの9月、有志の皆様にご寄付

を頂きましたお金で沙漠にポプラの木がこの度植え

られました、ご協力ありがとうございました。その写

真が送られてきましたので寄付された方にお渡しし

ますのでご覧ください。

奉仕プロジェクト委員会 委員長　太田政人君

安中和彦ＲＩ会長代理の話で非常に印象に残った話

・奉仕の理想とは何か

利己的な欲求ー他人への奉仕の感情

相反する２つの心の葛藤の調和（利己と利他との調和）

・利己と利他との調和の原則

これがまさしくロータリーの職業論理であり商売の

極意論である。満足してもらい、信用を売って対価を

もらう。すなわち、自己の企業の安定である。

ロータリーの職業論理とは

お金儲けを教えてくれる職業論理である

そして、最後にロータリー会員の皆様にロータリー哲

学に覆われた「ばい菌を繁殖」して下さい。

クラブ管理運営委員会 委員長　渡辺照芳君

委員会報告

タイの子供達へ蛍光ペンを200セット贈らせていただ

きます。手荷物になって申し訳ありませんが、よろし

くお願いします。

タイ訪問団応援
　米山晴敏・加藤正幸・渡辺照芳君

１、去る11月6日（土曜日）、クラブ研修リーダー、研修

セミナーを受けに浜松へ行きました。 

２、講師は岐阜ロータリークラブパストガバナー服部

芳樹さんと地区ロータリー財団委員会委員長静岡東

ロータリークラブ曽根眞人さんでした。

３、講演内容は、大変難解であり、責任の重さをひしひ

し感じました。

４、ロータリー財団「未来の夢計画」はロータリーの友

11月号6～8ページに、「ロータリー財団、未来の夢計画｣

とは、という表題で、浦和東ロータリークラブ北清冶

氏が投稿をされています。よく読んでも判らない内容

でしたが、曽根眞人地区ロータリー財団委員長はスラ

イドを駆使し、詳しくお話しされました。

５、 財団への参加資格を得るには、ガバナーエレクト

が「財団の夢計画に関する研修」に参加しなくてはな

りません。

６、また補助金の申請手続きはロータリー財団のホー

ムページからのオンラインで行う必要があります。

７、またクラブは新地区補助金、グローバル補助金を

使った活動は2年前より申請手続きをする必要性が生

じてきますので、クラブとしても補助金を使う奉仕活

動は長期計画が必要になります。

８、またグローバル補助金については人道的プロジェ

クトや職業研修などをグローバルな視点から実行さ

れます。したがって、クラブが申請手続きをするには

毎月配信されるニュースレターから｢未来の夢計画｣に

関する最新情報を得て、申し込むそうです。

第２部に川勝静岡県知事が講演されました。知事は私

たちＲＩ第2620地区山梨・静岡に位置する富士山を世

界遺産に登録する事に力を注いでおられる事、よく解

りました。8月9日に自ら富士山登頂された時の事をお

話されていました。

副幹事 山田定男君

クラブ研修リーダーセミナー報告

中村　徹君

９、新補助金制度に向けて地区では、組織の見直しや

補助金を使って行うプロジェクトのニーズの調査、グ

ローバル補助金を使う海外でのプロジェクトの為の

信頼できるパートナー探しを始めることも重要なこ

とになります。

１０、さし当たって「未来夢計画」は今年度より日本で

は6地区がパイロット地区として選ばれ、準備期間を

経て、2013年、3年後からは計画が実行されます。

１１、ノンパイロット地区である私達のクラブでも早々

に準備をしてくださいとの事でした。

１２、岐阜ロータリークラブパストガバナー服部芳樹

会員からは大変示唆に満ちた素晴らしいお話を聞く

ことが出来、感動しました。

１３、その中で「ロータリーの会員の一員であること

は、ロータリーの綱領とクラブ定款細則・改訂規定を

受諾し、遵守することだ」とお話されました。

１４、2010年規定審議会で決議採択された事を受けク

ラブ定款が改定されました。このタイミングで当クラ

ブでも、クラブ細則の改正を視野に入れては如何でし

ょうか。

１５、ロータリー財団の未来夢計画にあわせ、私たち

のクラブでも、会員の叡智を結集し、CLPに基づいた委

員会構成の見直しし、地域に支持され、クラブの独自

性を創る長期計画(戦略)、それを支える年次計画、会

員内外の情報伝達の円滑化、そしてクラブ会員全員で

一致協力した実践についてなど、当クラブとしての綜

合的な判断が必要かと思います。皆さんはいかがお考

えでしょうか。
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久保栄子君：来週お休みさせていただきます。よろしく

お願いします。

澤田　稔君：タイに行かれる方ご苦労様です。国際奉仕
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