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ﾊﾟｽﾄ会長の時間      吉田 栄治   

こんにちは。今日は私 吉田が会長代行を務めま

す。内田会長が病気で長期の休みを取っていまして、

ﾊﾟｽﾄ会長が月毎に交代で代行をやっています。生憎

今日担当の栗原さんがお休みなので、代行の代行で

私が変わりをすることになりました。宜しくお願い

致します。 

今年の天候は、50 年振りとか、30 年振りとか言

いまして、暑い日が時々あって、寒い日が続き大雪

や大雨で、各地の人々が難儀をしております。幸い

に当地は何とか穏便に過ごしており、お元気な会員

諸君のお顔を拝見しまして、心から所沢は住み良い

所だと感謝しております。 

私事で恐縮ですが、よわい（齢）84 歳にもなり

ますと昼は、ﾃﾚﾋﾞの前か、居眠りかで、毎日を過ご

している其の事が痛切に感じます。 

さて、当ｸﾗﾌﾞに於いては若い方が 4 名も入会し、

内、女性が 2 名になりました。いよいよ上向きにな

ったと感じます。益々のご健闘を願うばかりです。   

尚、本日は地区よりﾛｰﾀﾘｰ財団部門 奨学学友委員

会委員長 福山 健朗様、奨学候補生 須山 恵理香

さんが来てくれています。9 月にｲﾀﾘﾔに留学します。 

健康で無事 留学が終了する様祈念しましょう。

以上で会長挨拶とします。 

 

幹事報告         髙橋 和男 

理事会報告 

◆2017 年地区協議会開催 4 月 23 日(日) 10：00～ 

  駿河台大学飯能ｷｬﾝﾊﾟｽ  登録 3/31 までに 

◆春の親睦ｺﾞﾙﾌ・・・4/19（水）飯能グリーン 

◆5 月のプログラム委員会予定・・・・承認 

幹事報告 

✿4 月のﾛｰﾀﾘｰﾚｰﾄ 1＄＝116 円 

■出席報告 

月 日 3/28 

会員数 28 

出席者 24 

出席率 85.7％ 

前回修正 92.9％ 

 

鈴木 伴忠 

中 毅志 

 

例 会 当 番 記 念 祝 福 卓      話 

4/4 企業見学＆お花見会 

4/11 「佐賀県出身の田舎者が、

世界で学び、世界で働き、政

治家になった物語」 

 衆議院議員 岡本 三成様 

４月会員誕生 

内田 学 



✿米山 梅吉記念館 館報 2017 春号 Vol.29 

✿「第 9 回 ｵﾘｴﾝﾃｰｼｮﾝ」開催 4 月 9 日（日） 

✿ﾌﾚｯｼｭﾛｰﾀﾘｱﾝ研修開催 4/8(土) 13 時～16 時 

✿「青少年部門ｾﾐﾅｰ」4/16（日）紫雲閣 13：00～ 

✿ 誤 「地区立法案検討委員会」 → 正 「地区

立法案検討委員会」 

✿「RIJO―FAQ」ｱﾄﾗﾝﾀ国際大会と信任状 

✿台湾での「第 18 回ﾛｰﾀﾘｰ国際囲碁大会」6/3(土)  

✿日本人親善朝食会についてのお願い 6/11（日） 

✿派遣青少年交換学生の「1 月次報告書」 

✿第3G野本ｶﾞﾊﾞﾅｰ-補佐様から IM収支決算報告書 

✿第 3G 次年度ｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐 木川 一男様から次年

度ｶﾞﾊﾞﾅｰ公式訪問及びｶﾞﾊﾞﾅｰ補佐訪問について 

✿例会変更・・・新所沢ＲＣ、所沢中央ＲＣ 

✿週報・・入間南ＲＣ、新所沢ＲＣ、所沢中央ＲＣ 

 

ニコニコボックス      荻野 安次  

ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友会委員長 （川越小江戸 RC） 

福山 健朗様 本日は卓話にお招き頂き有難うござ

います。R 財団へのご支援宜しくお願い致します。 

髙橋 和男 前回休みました。すみません。本日福

山様、須山様宜しくお願いします。 

堀江 大  福山様、須山様ようこそ。宜しくお願

い致します。 

石井 秀夫 地区ﾛｰﾀﾘｰ財団奨学学友会委員長 福

山 健朗様 奨学生の須山恵理香さん 本日は

有難うございます。どうぞ宜しくお願い致します。 

石井 實  今頃 目の手術をしていますので欠席

します。 

須澤 一男 本日 早退します。 

鈴木 伴忠 前回 欠席しました。 

 

卓話  ロータリー財団部門 

奨学学友委員会 委員長 

            福山 健朗様 

○ 財団の話し 

1917年、当時のロータリー会長、アーチ・クラン

フが「世界でよいことをするための」基金の設置を

提案しました。この基金が 1928 年に「ロータリー

財団」と名づけられて国際ロータリーに組み込まれ、

現在のロータリー財団にいたっています。 

 

ロータリーのロータリー財団は非営利財団で、ロ

ータリアンをはじめ、より良い世界を築こうという

ビジョンを共有する財団支援者の自発的な寄付の

みによって支えられています。 国際ロータリーの

目的を推進するための単独の信託機関として、全資

産を維持、投資、管理、運営しています。  

さて、今年はロータリー財団 100周年です。 

当地区も財団100周年記念ゴルフを企画して頂きま

した。 

また、先の地区大会でも財団 100周年の関係プロ

グラムを用意して頂きました。 

11月 27日にはJPタワーホール＆カンファレンス

で「ロータリー財団 100周年記念シンポジウム」が

行われました。 

国際ロータリー会長 ジョン・ジャーム氏挨拶 及

び 「ロータリー財団１００周年学友世界人道奉仕

賞」発表。 その受賞者は緒方貞子氏（1951 年 2580 

地区：東京ＲＣ）でした。 

また 6 人のシンポジストの一人として 2570 熊谷

東 RC地区推薦の金子由佳さんが選ばれました。 パ

レスチナ駐在 2010 年平和フェロー です。現在は

日本ボッランティアセンターに勤務しており、ガザ

地区で活躍されています。4 月からはパレスチナ日

本大使館に勤務されるそうです。 

 

○ポリオ 

2017年 1月 1日から 3月 22日最新の数は 

WPV(ワイルドポリオウィルス)ポリオ野生株 4件 

cVDPV(ワクチン由来ポリオウィルス 0件 

となっています。 

アフガニスタン 2件  パキスタン 2件 

昨年同時期 2016年は 

WPV(ワイルドポリオウィルス)ポリオ野生株 37件 

cVDPV(ワクチン由来ポリオウィルス 5件 



ですから、減っています。 

因みに 2014年は 296件、2013年は 415件でした

ので確実に減ってはいます。 

 

○教育的プログラム 

① VTT ロータリー財団職業研修チーム

(Vocational Training Team) 

② 地区補助金、グローバル補助金を利用して

の奨学金 

③ ロータリー世界平和フェローシップ 

等々があります。 

 

○新しいプログラム ユネスコ水教育研究所奨学金 

 世界の水・衛生問題に取り組んでいるロータリー

財団とユネスコ水教育研究所はオランダのデルフ

トにあるユネスコ水教育研究所の大学院で学ぶた

めの奨学金、最高 10 口を提供します。この奨学金

は発展途上地域における水・衛生問題の解決策を特

定、計画、実施することの出来る専門家を育てるこ

とを目標としています。 

奨学生は「都市の水と衛生」、「水管理」、「水科学

とエンジニアリング」のいずれかの修士号を取得し、

卒業後は、提唱ロータリークラブと協力して関連分

野のプロジェクトにあたり、地域社会の改善に努め

ます。 

奨学金はロータリー財団の WF から支給されるも

ので、支払いの全条件が満たされ次第、財団からユ

ネスコ水教育研究所に直接、奨学金 1 口につき

34,000ユーロ(約 4,150,000円)が支払われます。 

 

○ 親善奨学生の現状 

何度もお話をさせて頂いていますが、何年か前ま

ではこの地区から１０人程、海外へ留学していまし

た。 

会員の減少、財団への寄付の減少により前年度は地

区補助金利用で佐々木美穂さん 1名、グローバル補

助金利用でジョセフエグベ ハーモニィさん１名

を送り出すことができました。非常に財政難です。 

今年度は地区補助金利用で２名です。 

ちなみに 一人当たりの財団からの奨学金は２

万２千ドルです。 

その位の費用をかけてこのプログラムを推進し

ております。 

奨学生になる選考試験はかなり厳しい選考。ロー

タリアンと奨学生として留学して帰国した学友が

行います。特に学友は容赦ない質問を浴びせます。 

また、一年間、５回のオリエンテーションがあり

ます。一年間ビッチリと鍛えられてそして始めて海

外へ奨学生として出て行って、日本とその国の架け

橋の為に大変な活動をして帰ってきます。 

ロータリーの補助金を利用しての留学にはロー

タリー財団奨学候補生、ロータリー世界平和フェロ

ー、ユネスコ水教育研究所奨学金などあります。 

現在応募する方が物凄く減少しています。皆様の

お近くに留学希望の方がいらっしゃいましたら、ぜ

ひご紹介をお願いします。 

 

須山恵理佳さんをご紹介いたします。 

 大分県立芸術文化短期大学同専攻科卒、現在は武

蔵野音楽大学に在学中です。彼女は声楽家でオペラ

ソプラノ歌手です。留学希望校は G.ニコリーニ国立

音楽院です。 

11月 19日には行田さくらRCで声楽家の田中さん

と行田市のお寺でジョイントコンサートを行いま

した。ロータリアンだけのイベントでした。留学直

前の 8月には川越で初のリサイタルを行います。も

し宜しければ聴きに行ってあげて下さい。 

特に今年度は財団 100周年という事もあり、寄付

のお願いも例年より、さらにできればと思います。

今日、須山さんのお話を聞いて、自分も寄付をして

みようかという気に是非なって頂き、感動してお金

の方も宜しくお願い致します。 

 

今週の担当  須澤 一男 


