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◆ビジター紹介 松永 RC 

   会長 竹腰 正司 

   幹事 中根 洋一 

   合唱祭実行委員長 川本 修 

 

 

 

 

 

 

 

◆会長報告 

皆様、こんにちは、本例会も多数ご出席頂き有難うございました。 

松永ロータリークラブの皆様ようこそいらっしゃいました。合同忘年

例会、又、来年のロータリー合唱際の成功を祈念いたします。勿論当ク

ラブ会員の皆様のご協力もお願い致します。 

本日は、先の例会の会長の時間で、次年度理事役員候補選出方法を指

名委員会にて選出いただくことを報告いたしました。 

本日例会前に次年度理事役員指名委員会の６名の委員選出をくじ引

きでお願い致しましたところ以下の方々が選出され決定いたしました。  委員発表 

委員の方々は本例会後に第１回指名委員会を開催いただき委員長の選出をお願い致します。又、早い時

期に次年度理事役員候補者を選出いただけますようお願い致します。よろしくお願い致します。  

さて本日はロータリー財団月間にちなみロータリー財団等委員会委員長神原一省パスト会長にロータ

リー財団について卓話を頂きます。神原委員長よろしくお願い致します。又、本日１７時より佐々木会

員を囲み情報集会を谷原会員のお店で開催いたします。奮ってご参加下さい。 

先週の例会は、クラブ協議会でガバナー補佐・補佐幹事のご出席のもと当福山赤坂ロータリークラブ

の活動について皆様と共に協議いただきました。ありがとうございました。提案されました諸案件につ

きましては来週のガバナー公式訪問時にご回答いただけるものと期待いたしております。 

さて、来週のガバナー公式訪問について、でございますが。例会に続き、地区ガバナーを囲みクラブ

フォーラムとなっております。クラブフォーラム Club Forum とはクラブ討論会と言う事のようでござ

います。クラブ奉仕・職業奉仕・社会奉仕・国際奉仕の４大奉仕の中から問題を取り上げ、それの実施

推進について全会員が討議し進路を見出そうとする会合で、会員の公式会合である。とあります。ガバ
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ナー公式訪問は、国際ロータリー細則第１５条地区 １５.090 ガバナーの任務の１４項目の中にガバナ

ーの公式訪問について規定があり、年度を通じて個々のクラブの例会あるいは複数のクラブ合同の例会

への公式訪問を行うこと。とあります。その際には、以下の目的を果たすために、できる限りガバナー

の出席が最大限の効果を生むような機会を選ぶ。とあり 

１、 ロータリーの重要な問題に焦点を当てて関心を持たせる。 

２、 弱体及び問題のあるクラブに特別な関心を払う。 

３、 ロータリーアンの意欲をかき立て奉仕活動に参加させる。 

４、 顕著な貢献をした地区内のロータリーアンを、ガバナー自ら表彰する。 

同じく細則１５条地区管理の中にガバナー補佐の任務とありその中にガバナー補佐はガバナー公式訪問

に際し開かれる各クラブ協議会に出席する。とあります。いずれにせよ、年に１回のガバナー訪問です。

会員皆様方には全員出席をお願いいたすのは勿論のことでございますがクラブの諸活動について疑義が

ございますれば、事前にお申し出いただけますれば幸甚です。 

以上で、会長の時間とさせていただきます。 ありがとうございました。 

 

◆幹事報告 

 （例会変更） 

鞆の浦 RC 12 月 1 日（火）→ 同日 19：00～ 衣笠 忘年夜間例会 

   福山丸之内 RC 12 月 21 日（月）19：00～ 福山ニューキャッスルホテル クリスマス例会 

           12 月 28 日（月） 休会 

   松永 RC 11 月 30 日（月）→ 11 月 29 日（日）17：00～ 尾道グリンヒルホテル 

        福山赤坂 RC との合同例会 

        12 月 28 日（月） 休会 

   福山西 RC 12 月 8 日（火）→12 月 12 日（土）19：00～ かねと 忘年夜間例会 

         2010 年 1 月 5 日（火）→1 月 9 日（土）19：30～  

                  福山ニューキャッスルホテル 新年夫人同伴夜間例会 

         12 月 29 日（火） 休会 

 

◆出席報告  ○会員数 40 名  ○出席率 86.49％ 

        欠席者  5 名   佐藤(直)さん 山岡さん 赤阪さん 貝川さん 中元さん  

        

◆会員創業創立記念祝  該当なし 

 

◆申告スマイル 

 松永 RC 竹腰会長、中根幹事、川本全国ロータリー合唱祭実行委員長 

  1 月 29 日（日）合同例会よろしくお願いします。2010 年 5 月 29 日（土）全国ロータリー親睦合唱祭の

ご協力よろしくお願いします。 

 武田正敏会長……松永ロータリークラブ竹腰正司会長、中根洋一幹事、川本修合唱祭実行委員長ようこそい

らっしゃいました。本日の卓話、神原一省ロータリー財団委員会委員長よろしくお願いいたします。先週

のガバナー補佐を迎えてのクラブ協議会、クラブ運営のため協議いただき感謝です。 

 今井尚正さん……松永 RC 竹腰正司会長、中根洋一幹事、川本修合唱祭実行委員長ようこそおいでくださ

いました。神原 R 財団部会長卓話よろしくお願いします。 

 徳永雅俊幹事……竹腰正司会長、中根洋一幹事、川本修合唱祭実行委員長ようこそお越しくださいました。

11 月 29 日合同例会よろしくお願いいたします。 

 門田一治さん……私ども勉強堂は今年 4 月で 80 周年を迎えることができました。これも皆様方のおかげで
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す。商工会議所の会報に載っていたそうです。昨日ビッグローズでの地場産業祭にて、福山女子短期大学

と福山ダイジョウブの会での勉強堂の記事が中国新聞に記載されましたので喜びごとになりました。 

 平田 昭さん……10 日は仕事で例会を休みました。スマイルさせていただきます。 

 石田幹雄さん……R 財団部会長神原一省さんの卓話、また松永 RC 竹腰会長、中根幹事、川本実行委員長

ようこそいらっしゃいました。心から歓迎します。うれしいことが重なりましたのでスマイルします。 

 原 隆之さん……10 日の例会は仕事の都合で欠席させていただきましたのでスマイルいたします。 

 谷口宏樹さん……本日の情報集会を欠席させていただきます。 

お詫びの気持ちをこめてスマイルさせていただきます。前田部会長すみません。 

 武郷義昭さん……所用のため早退します。 

 山本秀樹さん……本日は急用のため早退させていただきます。大変申し訳ございません。 

  

◆プログラム：会員卓話：「R 財団」につて：神原一省 R 財団部会長 

 ロータリー財団の父と呼ばれる、6 人目の人 RI 会長 アーチ・クランフです。「ロータリーが基金を作り、

全世界的な規模で慈善・教育その他社会奉仕の分野で何か良いことをしょう」と国際大会で提案したのが始ま

りです。アーク・クランフは国際ロータリーの新定款を起草する委員長として地区を設け、地区ガバナー職を

作り、年次・地区大会を確立した書類の責任者でした。ロータリー財団の正式名称は「国際ロータリーのロー

タリー財団」です。国際ロータリーとロータリー財団に違いがあるかというと、ロータリーの奉仕の理想を信

奉する点では国際ロータリーもロータリー財団も一体のものです。 

 今、RI で一番力を入れているのがポリオ・プラス撲滅運動です。世界中に蔓延していたポリオに RI は徹底

的に取り組んで現在ではあと 4 カ国だけを残す状況ですが、この、あと一歩というところで頓挫しております。

ポリオを撲滅する専門技術はあります。撲滅の最大の障害は、資金不足です。使途指定寄付を全会員から集め

て取り組でいるが、ここでアメリカの大富豪のゲイツ財団から特別大口寄付を受けて勢いづいています。1907

年に１億ドル寄付の申し出があり、ロータリーも同額の寄付を集めることを約束しました。その後また２億

5500 ドルの寄付を受けて RI もさらに１億ドルの募金を集めることになり総額５億 5500 万ドルの資金ができ

ることになりました。ロータリー側の２億ドルを「２億ドルの挑戦」と銘打って 2012 年 6 月 30 日までに目

標額を達成することが求められています。 

 2005 年に「未来の夢計画」が発足していわゆる中央集権から大きく地方分権の形に変わろうとしています。

ロータリー財団設立後 90 年余りを経過してロータリー財団も複雑になり、地域のニーズ、国際社会のニーズ

に発展的に対応することが困難となってきたためロータリー財団は改革に向け未来の夢計画を立てています。

2013 年 7 月 1 日以降、意思決定を地区に移行することになるため、地区財団に対する管理運営能力を強化し

責任を持って地区を運営することが求められています 

 

 

 

 

 

 

 

 

次回例会 

     11 月 29 日（日） 17：00～ 尾道グリンヒルホテル 松永合同例会 （12 月 1 日変更） 

     12 月 8 日（火） ゲスト卓話 芙蓉の家 理事長 井出健治郎 様 


