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  ２０２１年３月１９日（金） No.２８３６ 

 第２８９２回 例会 

 ○ ソング「春よ来い」 

 〇 卓話「生き残れるか？貴志川線」 

     和歌山電鐵株式会社 

      総務企画部 執行役員 

            麻生 剛史 様 

  

 ３月２６日（金） 

 ○ ソング「さくら」（森山直太朗） 

 〇 卓話「中国の現状について」（仮題） 

     正善寺 

       住職 

            吉田 隆英 様 

 四四 つつののテテスストト  （言行はこれに照らしてから）  ⅠⅠ真真 実実かか どどううかか ⅡⅡみみんんななにに公公 平平かか ⅢⅢ好好 意意 とと友友情情 をを深深めめるるかか  ⅣⅣみみんんなな ののたためめ ににななるるかかどどううかか 

2020-2021年度 RI会長 ホルガー・クナーク 「Rotary Opens Opportunities 」 

事務所 〒640-8215 和歌山市橋丁23 

          Ｎ-4ビル 2Ｆ 

 TEL(073)423-8822  FAX(073)423-8821 

 http://www.wminamirc.jp/ 

例会場 〒640-8156 和歌山市七番丁26-1 

 ダイワロイネットホテル和歌山 TEL(073)435-0055 

例会日 毎週金曜日 12時30分～13時30分 

会長報告 

ガバナー     藤井秀香 

本日のプログラム 

前週の報告  ２０２１年 ３月１２日（金） 

出席報告    会員８０名（出席規定適用免除会員９名） 

          出席６２名  ホームクラブ出席者７７．５０％ 

ゲスト 
米山奨学生・・・・・・グラン ティ トゥ チャン さん 

みなさん、こんにちは 
 

ロータリアンで、お金を出す人と

使う人がいるということです。 
 

とあるロータリアンの話です。 

この方はかつて財団奨学生で、

年 間 約 240 万 円 の 奨 学 金 を

貰っていたそうです。 

これだけの金額を個人で寄付

するのは並大抵のことではあり

ません。 

現在はそのこともありで、ロータリークラブに入会され、地区

財団委員会にも所属をして見えてきたことがあるそうです。 

 

財団奨学生を多数出しているのに財団寄付が少ないクラ

ブがあります。お金を出す人と、使う人が違うということで

す。 

因みに以前日本のロータリーの寄付額が、世界全体の10

～20%という話をこの会長報告でさせて頂きましたが、日本

のロータリーは間違いなくお金を出す方です。 

対しまして、開発途上国のロータリークラブは世界からの支

援を期待し使う方に専念しているように感じます。 

その結果は皮肉なもので、資金援助をしたクラブより、その

資金で活動したクラブの方が評価が高いのです。 

マスコミ報道も使ったクラブの方に焦点があたるというもの

です。 
 

日本では、お金はだしても口を出さないのが美徳です。 

グローバル化の影響で日本は表面的には変わりましたが、

精神的には変わっていません。 

欧米の考え方ではお金を出した分、口を出すということな

ので、日本の常識は世界の非常識ということです。 
 

ロータリアンと言えばお金持ちと世間では思われているよう

ですが、お金持ちの定義とは? 

ネットで調べるとこんな感じです。 

平日昼間からお酒が飲める人 

身に付ける時計は全て偽物で、本物は金庫に入れてある

人 

他人に奢らない人 

本質は如何でしょう。 

沢山お金を貯めた人ではなく、沢山お金を使った人がお

金持ちの定義となれば良いと思います。 

ロータリー的には自分のために人のお金を使う人ではな

く、人のために自分のお金を使える人ということになるとい

うことです。 

幹事報告 

・和歌山東南ロータリークラブ様より

IM（インターシティミーティング）のチ

ラシが届いておりますので会員ファイ

ル入れにいれます。 

・栗本カウンセラーが引き続き米山カ

ウンセラーをお引き受け下さいまし

た。副カウンセラーも付けて次の世

代のカウンセラーを養成していきま

す。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

・市内9クラブゴルフ大会はコロナ感染防止のため中止とな

ります。 

・３月中旬に姉妹クラブとのZoom会議が予定されていま

す。 

・60周年記念事業は予定通り４月25日に開催いたします。

記念例会、式典、懇親会(お酒無し)も予定通りです。 

・本日は初田地区財団委員長卓話ありがとうございます。

ミャンマー事業では財団補助金活用させていただきありが

とうございました。 

雑誌・広報委員会 

広瀬晋作副委員長 

 

 

 

 

 

 

 

 

ロータリーの友３月号の世界中のロータリープロジェクトの

ミュンヘンロータリークラブのチャリティーアートオークション

の記事においてアーティストを育てることを目的としたチャリ

ティーでロータリーの「教育の支援」の重点課題とも共通す

るチャリティーのあり方に非常に興味を持ちました。アー

ティストを育てること（日本においても）とロータリー活動、そ

れによる支援は寄付とともにロータリー活動の知名度をさら

に深めるためにも有意義であると感じた次第です。 

委員会報告 

井口親睦活動委員長より 

本日のゲスト紹介 
嶋谷出席委員より 

本日の出席報告 

米山奨学生 

米山奨学生グェンティトウチャンさんが本日 

例会に出席しました。 

今月で奨学生を修了となります。 

チャンさんよりピーチがあり樫畑会長より米

山奨学金3月分と就職のお祝金をお渡しし

ました。 

チャンさんのサポートを2年務め頂きました

栗本カウンセラーお疲れ様でした。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

卓 話 

「ロータリー財団に 

 ついて」 
 

国際ロータリー第2640地区 

ロータリー財団委員会 

 委員長 

 初田 隆生 様 
（和歌山北ロータリークラブ） 

 

 ロータリー財団は1917年にアーチ・クランフが、アトランタ

で開催された国際大会において、「全世界的な規模で慈

善・教育・その他社会奉仕の分野で、よりよいことをするた

めに基金をつくろう」と提案し、その数カ月後に最初の寄付

金26ドル50セントを受け取ったことからスタートしました。し

かしその後、なかなか思うように寄付は集まりませんでし

た。皮肉にも基金創設から約30年後の1947年１月にポー

ル・ハリスが亡くなったのをきっかけに、国際ロータリーに寄

付金が相次いで寄せられ、その翌年の1948年に財団最初

のプログラムである「高等研究奨学金」により18人の若者が

選ばれ、これが最初の“ロータリー国際親善奨学生”になり

ました。 

 ロータリー財団は、皆さまからのご寄付で成り立っており、

寄付は大きく分けて、①年次基金寄付、②恒久基金寄付、

③ポリオプラス基金寄付、の３種類があります。補助金とし

て使用されるのは年次基金寄付で、３年間運用された後

に、WF（国際財団活動資金）と、DDF（地区財団活動資

金）として使用されます。DDFは、地区補助金とグローバル

補助金として使用され、地区補助金の対象は、各クラブが

地元や海外で行う小規模で、短期の奉仕活動です。グ

ローバル補助金は、３万ドル以上の大規模な事業に活用

する補助金で、使用する場合はWFからも補助されます。 

 昨年の８月25日には、ＷＨＯによりアフリカ地域における

野生型ポリオ根絶が認定され、ポリオの常在国は、パキス

タン、アフガニスタンの２カ国となりました。このところ新型コ

ロナウイルスの影響で、ワクチン投与の中断もありました

が、根絶まで“あと少し”のところまできていますので、引き

続きご協力をよろしくお願い致します。 

 

    ニコニコ箱 

 

本人誕生日・・・柴田君・宮下君 

奥様誕生日・・・柴田君 

事業所創立・・・大桑君・大工君 

入会記念日・・・大桑君 

 

初田隆生様・・・卓話の機会を頂きありがとうございました。 

庵田君・・・女学院の卒業記念講演を見て来ました。 

       3.11.10年前に和歌山では初めてのコンテンポラ 

       リーダンスを披露して頂きました。 

       東日本大震災復興祈ります。 

大桑君・・・（株）オークワも60周年を迎えました。和歌山の 

       皆様に育てていただいて早や60年になります。 

      おかげさまで1府7県にチェーンが広がりました。 

      ありがとうございました。 

栗本君・・・チャンさん、例会へようこそ。和歌山南ロータ 

       リークラブから希望を乗せて船出してください。 

田中（祥）君・・・地区ロータリー財団委員長 初田隆生様 

          お忙しいところ卓話ありがとうございます。 

前窪君・・・初田財団委員長 本日はヨロシク！ 

大山君・・・○初田RC財団委員長を迎えて 

       ○チャンさん頑張って下さい。 

嶋谷君・・・初田さん本日はありがとうございます。 

戸井君・・・和歌山C.C.のオープンコンペで優勝させていた 

       だいて。同伴プレイヤー、樫畑会長、湯山さん 

        ありがとうございました！ 

小野君・・・橋本先生 昨日はごちそう様でした。 

       大工さんお世話になりました。 

前嶋君・・・増加する体重をなんとかして！ 

藤林君・・・柴田さんバースディ会 残金。 

       柴田さん おめでとうございます！ 

  

    計￥ 60,510 -  累計￥ 2,096,790 - 

田中祥博R財団委員長

より本日のゲスト初田

隆生様の紹介がありま

した。 



 

 

２０２０－２０２１年度テーマ：「 ロータリーの原点を考えよう 」 

３月お誕生祝 

親睦活動委員会メンバー 

 カラオケ同好会 

 2021・3・2 

 第142回例会 

☆次回開催日 

  4月6日（火） 


