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「 BE THE INSPIRATION 」
次週のプログラム

２０１８年１１月３０日（金） No.２７４１
第２７９７回 例会
○ ソング「４つのテスト」
〇 職業奉仕委員会による社訓・社是アンケート
についての報告

会長報告
１００万ドルの食事について
本日は「１００万ドルの食事」
の例会でありますので、その
「１００万ドルの食事」について
お話をしたいと思います。
そもそも、この「１００万ドルの
食 事」と は、例 会 で 粗 食 の 日
を定めて、それによって節約
できたお金を積み立て、これ
を社会奉仕、国際奉仕などの
会計に繰り入れる、という仕組みを言います。
なぜこれが「１００万ドルの食事」なのか？ 「１００万ドル
の」という枕詞が付けば、粗食いうよりもと、むしろ贅沢な食
事を想像しますが、ロータリーでは、「粗食」を「１００万ドル
の食事」と呼ぶわけです。これはどういうことかと言います
と、１９６０年頃、アメリカで始まったロータリー財団の募金の
一つの方法だったそうです。当時、ロータリーの会員総数
は約５０万人でした。ですから食費を例えば１食につき２ド
ル節約すると、ロータリアン全体で１００万ドルのお金が集
めることができました。そして、この１００万ドルを寄付すると
いうことで、これが、「１００万ドルの食事」の始まりなので
す。「１００万ドル」という豪華な食事ではなくて、「１００万ド
ル」の寄付を集めるための「粗食」の食事会、これを「１００
万ドルの食事」というわけです。
当クラブでは、月に１回、「１００万ドルの食事」を設けてい
前週の報告
出席報告
１１月１６日
１１月 ２日
四つのテスト

１２月 ７日（金）
○ ソング「君が代」・「奉仕の理想」
〇 年次総会

ます。
昔は「カレーライス」か「うどんと寿司」が定番のメニューで
ありましたが、例会場がロイネットに移ってから、歴代の
SAAのご努力と会場であるロイネットさんのご好意で、毎回
違ったメニューが提供されています。とても「粗食」とは言え
ない内容の食事内容になっています。ロイネットさん、白石
会員には本当感謝申し上げます。そのおかげもあって、１
回の「１００万ドルの食事」で、一人当たり１０００円程度の節
約となり、年間約９６万円の予算の原資となっています。こ
れを、毎年『ロータリー財団特別会計』と『米山奨学会特別
会計』に半分ずつ振り分けて、それぞれの寄付の一部に
充てているのです。ただ、今年度は、『ロータリー財団特別
会計』と『米山奨学会特別会計』とも繰越金が積みあがっ
たこともあり、９６万円全額を『青少年育成支援特別会計』
に繰り入れています。
次年度以降、この「１００万ドルの食事」で節約した９６万
円の使い道をどうするか、を議論する必要があります。それ
はつまり、『青少年育成支援基金』をどのようにして維持し
ていくか、という議論にもつながってきます。現在、奨学生
には月５万円、年間６０万円の支援をしています。この金額
が多い少ないの議論もありますが、ひとまず年間６０万円と
して、これを将来的に年間最大４人、4年生大学の各学年
に一人ずつを支援するとなれば、２４０万円の予算が必要
となります。現在基金には約１８００万円の資金があります
が、油断をするとアッという間に底をつくことにもなりかねま
せん。この『青少年育成支援基金』の運営方法を今後煮詰
めていく必要があります。

２０１８年１１月１６日（金）
ゲスト
会員８１名（出席規定適用免除会員１１名）
青少年交換学生・・・ランジァ サクラ ヴュさん
出席６８名 ホームクラブ出席者８３．９５％
出席総数出席７２名（免除会員含み）確定出席率：９２．３１％
（会員８１名 出席規定適用免除会員１１名（内出席８名）
（言行はこれに照らしてから）

Ⅰ 真 実 か どうか Ⅱ み ん な に 公 平 か Ⅲ 好 意 と友 情 を深 め る か Ⅳ み ん な の た め に な る か ど うか

担当の青少年育成委員会の皆様にはご苦労をお掛けい
たしますが、年度の後半はその辺の検討作業をお願いした
いと存じます。この基金は、将来当クラブの目玉事業に育
てていきたいと思います。皆様のご理解とご協力をお願い
いたしまして、本日の会長報告といたします。

幹事報告
第40回和歌山南ＲＣ旗争奪西
支部野球大会のお礼が届いて
おります。ニコニコ掲示板に掲
示しております。
11月18日（日）親睦家族旅行と
なっております。後ほど、親睦活
動委員会より詳しく説明があると
思います。
配布が遅れておりましたクラブ概況ですが、完成しましたの
でお持ち帰りください。
例会終了後、指名委員会がございますので、指名委員の
方はお残りください。
指名委員会について
12月7日指名委員長は、保田隆紀会員となりました。

委員会報告
①青少年交換委員会
樫畑国俊カウンセラー
さくらちゃんの月1回の報
告です。
米国で6年間続けたバ
レーボールを辞めて、柔
道に励んでおられます。
柔道を始めて一か月で昇
級試験に合格し、茶帯になりました。
先週練習中にひざを痛めて治療中です。

②橋本忠通親睦副委員長
秋の親睦旅行の案内です。
11月18日朝8時15分集合です。
遅れない様にお願いします。

第2回 I.D.M. 発表
テーマ
１．ロータリー財団への寄付金は、どの様な事
に使ってもらいたいですか？
２．今回も、当クラブの新規事業のアイデア
（インスピレーション）はありませんか？
３．次々年度に迎える６０周年に当り、どの様
な記念事業を望むか？
４．６０周年時 長期交換学生事業について
５．2019年－20年度理事指名委員の選出
※１班～３班は各２名、４班～７班は各１名選出。

１班
日時：10月31日（水）18：30～
場所：ステーキ割烹 富士
リーダー：藤田、当番：栗本
委員：山中、有田、前窪、
前田、畠中、坂東、
山田（昭）
メイキャップ：田村、岩本
テーマ 1
１．青少年育成（海外留学生・日本の奨学生）への、寄付を
してはどうか。
（米山奨学とコラボレーションして大学、大学院へ留学
生を受け入れる）
2.米山奨学金は寄付金の目的が明確だが、ロータリー財
団は漠然としているために難しいところがある。
3.海外ロータリークラブとの友誼と厚情を深めるために交流
を増やしては。
4.ミャンマー等、後進国の学校建設に携わり教育環境を整
えるのに協力する。
（知識や学力が向上すれば将来的に世界の平和に繋が
るのでは）
テーマ 2
１．総合的な少年スポーツクラブを創設する。
（現在の野球・柔道にプラスして卓球・サッカー・テニス等、
スポーツ全般を考える）
テーマ 3
１．風光明媚な和歌浦は日本遺産に登録されているが、現
在は放置されている処が多い。
和歌山南R.Cの本拠地とも云える地域であり、記念事業
として整備、環境作りを進める
（過去に時計台の設置、植樹）。
２．上記を含めて、和歌山市には名所旧跡が多く、日本や
海外に和歌山市の素晴らしさを宣伝する（例えば観光
バスツアー等を企画）。
3.公衆トイレを増やす（有名観光地では整備されているが
和歌山市は少ないのでは）。
テーマ 4
1.家屋改修等、負担が大きく難しい。現状の儘で良ければ
受け入れも可能。
2.60周年は東京オリンピックの年と重なり、留学生はオリン

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」

ピックの観戦を切望すると考えられ、それに対応するのは
難しいのではないか。できれば60周年長期交換学生事
業を中止すべきだと思う。
テーマ 5
2019年～2020年度理事指名委員：藤田武弘、栗本勝彦

④60周年時、長期交換学生事業について
・日本からの留学生の帰国後の様子を把握する。
⑤2019~20年年度理事指名委員の選出
田邊、角谷を選出

4班

2班
日時：10月22日（月）18：30～
場所：木曽路
リーダー：大山、当番：村上
委員：橋本忠美、庵田、大林、
大桑、窪田（惇）、楠部、
井口（廣）
テーマについて
（１）ロータリー財団への寄付金
はどのように使ってもらいたいか
・世界での使い方は良く分からない
・ロータリー財団から戻ってくるお金の使い方をもっと
勉強したほうが良いのでは
（２）当クラブの新規事業のアイデアは？
・その年の会長が自由に決めれば良いことである
・年寄りはうるさいことを言わない様にし、会長が自由に
決められるように
（３）60周年記念事業について
・青少年関連事業担当の三木さんに期待
・予算は1,000万円弱程度かな（50周年は1,500万円）
・過去の留学生を呼び戻しては
（４）60周年時の長期交換学生事業について
・60周年時は止めてはどうか
・この事業は良い事業であり、止めるべきではない
・ロータリーメンバーの受入れが悪いが、もっとPRして
良くしていくべき
（５）理事指名委員の選出
・大山、村上

3班
日時：11月6日（火）18：30～
場所：丸長 インター店
リーダー：山田守、当番：角谷
委員：田邊、島村、柴田、前嶋、
吉村
テーマ
①ロータリー財団への寄付金は
について
・今期の財団寄付金は3年前の寄付金総額の関係で使え
ないのではないかと思れる。使えるようになってから考え
る。
②当クラブの新規事業について。
・青少年育成事業における野球、柔道に参加し、現代これ
が何がしかの役に立って成功した人を卓話に招待しては
どうか。
・過去に行った稚魚の放流事業を新たな継続事業として、
今後続けていってはどうか。
③次次年度60周年記念事業について
・和歌山城に関連した記念事業を考えてはどうか。

日時：10月30日（火）19：00～
場所：木村屋
リーダー：野島、当番：堀井
委員：北畑、生駒、林（勇）、
中村（和）、上西、成瀬
テーマ１ ロータリー財団への寄付金は、どの様な事に使っ
てもらいたいですか？
飢餓に苦しむ世界中の子供たちの為に使うのが良い
医療関係に使うのが良い
寄付しているが，本当に正当に使われているか分からない
ので報告がほしい
結果が出ていれば，寄付する方も寄付のしがいがあると思
う
ポリオとかの結果が出ている事業は，分かりやすいし，皆
が納得すると思うので命の尊さが分かる，事業に使ってほ
しい。
テーマ２ 今回も、当クラブの新規事業のアイデア（インスピ
レーション）は、ありませんか？
基金は，奨学金のみに使うのではなく，新規の事業にも使
いたい。
野島リーダーは，新しい青少年の事業を模索中です。もう
すぐ発表するそうです。
現在進行中の事業でも，良い事業や継続した方が良いと
思われる事業は，継続した方が良い（例・本年度のドライブ
レコーダーのステッカーなど）
テーマ３ 次々年度に迎える６０周年に当り、どの様な記念
事業を望むか？
形として残るものが，良い
お城を中心にして，分かりやすいもの（たとえば外国語看
板やスマホで説明が聞けるアプリや設備の設置）
町の文化度は，川が綺麗かどうかが，目安になると思うの
で，内川を綺麗に出来るような事業を考えたい。
テーマ４ ６０周年時 長期交換学生事業について
アンケートを成瀬会員・野島リーダーは，書いて持参その
ほかは，その場で書き込みそれを，北畑委員長が総括しな
がら議論。
相対的に受け入れる家庭があれば，よい事業だと思うとい
う意見が大半
テーマ５ 2019年－20年度理事指名委員の選出
慣例で，当番（堀井）が指名委員に選出されました。
野島リーダーは，テーマ４から始めて最初のアンケート書き
込みが終わった時点で飲みながら進めようとしましたが，私
当番は，意見をまとめてから始めるように懇願約40分は，ま
じめに話しをしました。
後は，いつものように楽しいお酒をいただきました。

２０１８－２０１９年度テーマ：「 ロータリーを伝える 」

5班

りませんか？
・こばと学園のクリスマス会に、会長、幹事に加えてメン
バーみんなで参加し協力する（国際交流ﾌｪｽﾃｨﾊﾞﾙの
時みたいに、みんなでやると楽しい）
・ぶらくり丁を舞台に、お年寄りと子供をつなぐ、融合させ
る「場づくり」を提供する。例えば、南ロータリークラブ主
催の「夏祭り」などを開催し、寄席などの催しものをして
は。信愛さんにもご協力いただけるのでは。

日時：11月2日（金）18：30～
場所：馳走 月乃
リーダー：毘舎利、当番：石橋
委員：岡崎、野村、三木、
樫畑、岩橋、大工、小野
メイキャップ：豊田、横田
テーマ１ ロータリー財団への寄付金は、どの様なことに
使ってもらいたいですか？
・ポリオを続ける
・難民対策に
・恵まれない高齢者に
・貧困地域に
・世界中で困っている水対策に
・IPS研究などの基礎研究に
テーマ２ 当クラブの新規事業案
・オセロ大会を開く
・和歌祭りを支援
・和歌山城についての事業 ディスカバー和歌山
・わんぱく相撲
・JCとコラボできないか。
テーマ3 60周年の記念事業
・音楽祭をかいさいしてはどうか。
・「きのくに音楽祭」とコラボした事業
テーマ4 60周年時 長期交換学生事業について
・アンケートの結果当班では全員が受け入れ出来ないと回
答。
・受入先があるなら事業自体は賛成という回答が多かった
テーマ5 2019-20年度理事指名委員
石橋

6班
日時：11月8日（木）18：30～
場所：焼肉参番館
リーダー：前畑、当番：水城
委員：林（芳）、江口、戸井、
北芝、柘植、宮本（保）
メイキャップ：宮脇

3.６０周年にあたり、どの様な記念事業を望むか？
後に残せて、役に立つ事業をおこないたい。
例えば、「防災」関連など、何か起こったときに、「やってく
れていてよかった」と言われるような事業。
例えば、飲食店等の集客施設内に「避難場所と避難ルー
ト」を掲載した「防災避難ルートマップ」の掲示を促進するよ
うな事業。施設にいるときに地震が来たら、どこに避難した
らいいのか、すぐ分かる様なマップの店内備置を促進す
る。
日時：１１月８日(木)１８：３０～
場所：センプレコンテ 中島店
リーダー：橋本忠通
当番：保田
委員：西村、岩井、藤林、
白石、大野、金谷、
雑賀、
★テーマ１ ロータリー財団へ
の寄付金はどのような事に
使ってもらいたいですか？
今回のＩＤＭメンバーは、入会歴で分けられていて、この７
班はもっとも入会歴の浅いメンバーで、一番古い方でも２０
１２年入会『金谷さん』でです。ですので、まだまだＲＣの中
身がまだ深く解っていないＲＣ素人メンバーばかりでした。
正直、『そもそもロータリー財団とは何？』など、最初のテー
マからつまづいてしまいました。『どのように使ってもらいた
いか？というテーマですが、いま現在もどういった事にどれ
ぐらいの金額がどのように使われているのか？』など解らな
いことばかりでした。
ＨＰや動画などで、私たちや誰もが、もっと今回の財団へ
の寄付金の事であったり、ＲＣの活動などを知ってもらえる
ような、理解してもらいやすいようなツールがあればいいな
どの話にもなりました。
★テーマ２ 今回も、当クラブの新規事業のアイデアはあり
ませんか？

1.ロータリー財団への寄付金は、どの様なことに使ってもら
いたいですか？
『子供』『地域（和歌山市、和歌山城）』『継続できる事業』
『集客＆集金』などのキーワードが出ました。街中での「こど
も食堂」への支援や、和歌山市を訪れる外国人観光客に、
和歌山城に来てもらい、文化に触れていただき、感動して
お金をおとして頂くための環境整備事業（例：電子マネー
対応、屋台・みやげ店の外国語対応、国際忍者パフォー
マーの養成など）への支援。
2.当クラブの新規事業のアイデア（インスピレーション）はあ

テニスクラブ経営が２名いらっしゃるので、子供達のテニス
大会ロータリー杯や、もっと競技人口を増やすために有名
な指導者を呼んでテニス教室などいいんではないか？な
どの話になりました。
★テーマ３ 次々年度に迎える６０周年に当たり、どのような
記念事業を望むか？
会員みんなで力を合わせてギネス記録に挑戦などはどう
か？
例えば、和歌山のみなべ町でもあるんですが、『梅干しの
種飛ばし大会』そういったような事で、和歌山にちなんだ事
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で、何かギネス記録に挑戦し、地域社会の貢献もでき、和
歌山県や南ＲＣもＰＲ出来るんではないでしょうか？
★テーマ４ ６０周年 長期交換学生事業について
いま空き家問題などあるように、受け入れの為に空き家を
長期借り上げし、管理人みたいな受け入れ学生のお世話
をしてくれる、寮母、寮長なども雇い、受け入れるというの
はどうでしょうか？そういった事に予算をとったりできないで
しょうか？皆さんの負担も無くなるんではないでしょうか？
★テーマ５ ２０１９年度―２０年度理事指名委員の選出
保田隆紀
西村さんのお店センプレコンテさんで美味しい食事やお酒
を呑みながら、まだ入会歴の浅い私たちでしか出来ないよ
うな話をし楽しくみんなでわきあいあいとお話しもでき、親
睦も深めることやロータリークラブの歴史の話もできたり非
常に実のあるIDMとなりました。

親 睦 旅 行

ニコニコ箱
本人誕生日・・・田村君・宮本（卓）君
奥様誕生日・・・宮本（卓）君・保田君
事業所創立・・・雑賀君・保田君
入会記念日・・・宮本（卓）君・保田君
三木君・・・ちょっと良いことがあって。
楠部さんに写真をいただいて。
宮本（卓）君・・・元気にしております。
橋本忠美君・・・とびきり嬉しい事があって。
前畑君・・・ゴルフコンペ当日、当日賞いただきました。
林（芳）君・・・〇橋本理事長にお世話になって。
〇楠部さんに写真を頂いて。
雑賀君・・・ゴルフ同好会コンペにて、生涯ベストスコア出せ
ました。そして、鬼の居ぬ間に優勝させて頂きま
した。ありがとうございました。
前窪君・・・11月ゴルフ例会メーカーを経験させて頂きまし
た。
前嶋君・・・11月11日はすばらしいゴルフでした。
メンバーに感謝。楠部さんに写真をいただいて。
大林君・・・前窪さんに緑のジャケット早朝にお届けいただ
いて。
北芝君・・・楠部さんにお世話になりました。
毘舎利君・・・楠部さんに写真をいただいて。
ぎんなん＆すだちも美味しく戴いております。
ありがとうございます。
田村君・・・楠部会員に写真をいただいて。
成瀬君・・・楠部さん 写真ありがとうございます。
栗本君・・・楠部さんに写真をいただきました。
堀井君・・・楠部さんに写真を頂いて。
野島君・・・楠部さんに写真をいただきました。
中村（和）君・・・楠部さん 写真をありがとうございます。
樫畑君・・・楠部さんに写真を頂いて。
宮本（保）君・・・楠部さんに写真を頂いて。
石橋君・・・楠部さんに写真を頂いて。
坂東君・・・早退お詫び致します。
IDM残金・・・3班・4班・5班
計￥96,600-

2018年11月18日（日）親睦旅行「松茸・近江牛食べ放題＋
よしもと新喜劇」が開催されました。
参加者は、会員家族合わせて65名。
昼食に松茸と近江牛を食べて、その後信楽焼絵付け体験
をし、よしもと新喜劇を鑑賞しました。
ご参加頂きました皆様お疲れ様でした。

累計￥1,298，190-
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