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2021～2022年度 テーマ SERVE TO CHANGE LIVES　̶ 奉仕しよう みんなの人生を豊かにするために ̶
2021～2022年度 R.I.会長 シェカール・メータ （カルカッターマハナガルRC／インド・西ベンガル州）
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会 長 挨 拶
会長　菅沼宏比古

　皆さん、こんにちは。
　久しぶりにホームグラウン
ドであるレオプラザホテルに
戻ってきました。こちらの会
場もコロナワクチン接種会場
となり、大変だったのではないでしょうか。
今週からまたよろしくお願いいたします。
しかし、3度目のワクチン接種の話もある
し、オミクロン株の状況により今後どうなっ
ていくか不安材料がいっぱいです。会員の
皆様には、またご不便をお掛けすることが
出てくるかもしれませんが、ご容赦くださ
い。
　定例佐世保市議会本会議において、佐世
保市教育委員会委員に次期会長の中村徳裕
さんが任命されました。佐世保の教育向上
に寄与していただければと思います。おめ
でとうございます。
　昨年度、中止となった忘年家族会を今週
末実施する予定です。親睦委員会で2年分の
楽しい会にするべく準備をしていただいて
おります。多くの皆さんにご参加いただき
ますようお願いいたします。
　本日は、会員の中川さんに卓話をお願い
しております。ロータリー財団のことにつ
いて、お話ししていただきます。楽しみに
しております。よろしくお願いいたします。

例 会 記 録
◯ロータリーソング「奉仕の理想」

幹 事 報 告
幹事　廣瀬　章博

1．国際ロータリー日本事務局　経理室
　2021年12月のロータリーレートは、
　1ドル＝114円です。

2．長崎県共同募金会佐世保市支会
　	 市会長　朝長　則男	様
　赤い羽根共同募金について（お礼）

委員会報告
■インターアクト・青少年活動委員会
	 委員長　坂元　　崇
　12月4日㈯ 14時～15時30分
まで島瀬公園前アーケードに
て西海学園インターアクトク
ラブによる「歳末助け合い街
頭募金活動」を行いました。
　アクトメンバー12名、西海学園生徒会10
名と林田顧問、上尾顧問、佐世保RCより 
菅沼会長と私の26名という大所帯で行いま
した。
　コロナ禍ということで声を出しての募金
活動が出来ませんでしたが、多くの生徒で
活動したことで￥40,615-という多くの募金
を頂きました。頂いた募金は、長崎新聞社

《本　　日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 48 名・欠席 11 名・ビジター 0 名・出席率 81.35 ％

《11月24日》会員数 76 名（出席免除会員 27 名）・出席 44 名・欠席 12 名・メークアップ 1 名・修正出席率 80.35 ％
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を通して日本赤十字社へ寄付をさせていた
だきましたことをご報告します。
　また、これまでの功績で西海学園インタ
ーアクトクラブが、この度佐世保市より表
彰を受けることとなりました。大変すばら
しい事ですので、併せてご報告いたします。
　今週12月11日㈯14時より島瀬公園前アー
ケードにて西海学園インターアクトクラブ
による「佐世保交通遺児募金活動」を行い
ます。お時間のあられるロータリアンの皆
様は、ご参加お待ちしています。

■親睦活動委員会	 委員長　古賀　久貴
　12月11日㈯　18：30～ホテルオークラJR
ハウステンボスで、佐世保ロータリークラ
ブ忘年家族会を行います。
　2年分の素敵なパーティー
にしたいと、新会員の皆様と
計画をしています。お楽しみ
にご参加ください。

慶 　 　 祝
	 親睦活動委員会　山口　健二
○今月の誕生祝い
　小石原健二 さん（ 3日）
　長島　　正 さん（ 5日）
　船場　昭裕 さん（11日）
　安部　雅隆 さん（15日）
　菅沼宏比古 さん（21日）
　坂根　　毅 さん（21日）

ニコニコボックス
親睦活動委員会　庭木　香充

菅沼宏比古 会長、小石原健二 さん
坂根　　毅 さん
　誕生月のお祝いをいただき、ありがとう
ございました。

菅沼宏比古 会長、廣瀬　章博 幹事
谷川　辰巳 副幹事、坂本　　敏 さん
円田　浩司 さん、橘髙　克和 さん
草津　栄良 さん、中島　　顕 さん
米倉洋一郎 さん、増本　一也 さん
庭木　香充 さん、岩崎　正俊 さん
永瀬　徳豊 さん、筒井　和彦 さん
松尾　文隆 さん、松尾　　貴 さん
井上　斉爾 さん、鈴木　清輝 さん
松本　祐明 さん、西田　勝彦 さん
長島　　正 さん、福田　金吾 さん
安福　竜介 さん、中村　徳裕 さん
内海　暢邦 さん、坂元　　崇 さん
大神　吉史 さん、指山　　立 さん
小石原健二 さん、河原　忠徳 さん
髙田　俊夫 さん、大塚　隆夫 さん
芹野　隆英 さん、黒木　政純 さん
大久保利博 さん、大神　邦明 さん
田中丸善弥 さん
　会員、中川知之さんの卓話に期待して、
ニコニコいたします。

12月1日例会　訂正のお知らせ
ニコニコボックス 本日合計 31,000円⇒ 30,000円

　　　　累　計275,500円⇒274,500円
◇

ニコニコボックス 本日合計 40,000円
 累　　計 314,500円
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卓　　　話
「ロータリー財団とは」

会員　中川　知之
　ロータリアンが、人々の健康
状態を改善し、質の高い教育を
提供し、環境保全に取り組み、
貧困をなくすことを通じて、世
界理解、親善、平和を構築でき
るように支援することです。ロータリー会員、
財団からの寄付で支えられています。
① 一番大きな活動はポリオ根絶推進活動です。

1985年にポリオプラス・プログラムを開始
して以来、ロータリーはポリオ根絶を組織
の最優先項目として来ました。125か国で、
35万件以上の発症が確認されていましたが、
以来、約30億人の子どもにポリオの予防接
種を行い、発症数は99.9％減少しています。
2020年ロータリーはポリオ根絶活動に20億
ドルの資産（ビル＆メリンダ・ゲイツ財団
の上のせ含む）を投入しています。

②ロータリー平和フェローシップ
　 世界に7つあるロータリー平和センターで

は、国際関係、平和研究、紛争解決の分野
の博士号（大学院）の学生にロータリーフ
ェローシップ（奨学金）を提供しています。
この奨学金はいつもの奨学金とは違い、入
学金、授業料、食費、部屋代、交通費、実
費研修の費用に当てられます。

③補助金システム
　 大規模プログラム補助金（200万ドル）、他

に地区補助金（数十万円）とグローバル補
助金（3万ドル～40万ドル）があります。地
区が使う補助金は地区補助金とグローバル
補助金です。地区補助金は地区が決めます。
50％を申請できます。グローバル補助金は
国際的な人道的プロジェクト、職業研修チ
ーム、博士課程の研究奨学金等です。

　重点分野は
　・平和構築と紛争予防
　・疾病予防と治療

　・水と衛生
　・母子の健康
　・基本的教育と識字率向上
　・地域社会の経済発展
　・環境
　参加には資格認定と資金管理
④寄付への認証（表彰）
　ポール・ハリス・フェロー、マルチプル・
ハリス・フェロー、メジャードナー、アーチ・
クランフ・ソサエティ等があります。
　今期のロータリー財団管理委員長（ジョン
Fジャーム）からのメッセージが、ロータリ
ーの友11月号に載っていました。
　ロータリー財団は何かと聞かれると、ロー
タリーの心臓と答えています。
　ロータリーには知性の宿る心臓がある。支
援するプロジェクトを決定し、資金を提供し、
実際に自分たちで実行する団体が他にあるで
しょうか。私の知る限りではロータリー財団
だけです。運営管理費は他の組織と比べて非
常に低い。
　大事な部分だと私も思います。

クラブ会報委員会 委 員 長：池田　真秀　　　委　員： 長富　正博・中村　真弥
副委員長：松本　祐明　　 　　　　　船場　昭裕・鈴木　清輝

（今週の担当：松本　祐明　カメラ担当：鈴木　清輝）

＊今後の例会予定＊ 
12月15日 卓話　会員　井上　斉爾 さん
　　22日 卓話　（一社）佐世保青年会議所
 理事長　山縣　昌彦 様
　　29日 指定休会
 1月 5日 指定休会

＊西海学園高等学校インターアクトクラブ例会予定＊

12月11日㈯　佐世保市交通遺児支援街頭募金

＊長崎国際大学ローターアクトクラブ例会予定＊
未定

＊ 西海学園IAC、長崎国際大学RACにご出席されますと、 
メークアップにもなりますのでご活用ください。

＊ RACへご出席される方はお食事の要・不要の確認をい
たしますので、事務局までお知らせください。


