
＞＞＞　四つのテスト　＜＜＜～言行はｋこれに照らしてから～

３．行為と友情を深めるか <本日＞
４．みんなのためになるかどうか ◆第２３９４回１２月６日（水）　理事会

卓話：東恩納弘美会員

演題：未定

◆第２３９５回１２月１３日（水）　

◆第２３９６回１２月２０日（水）　

：富田 真理子 ★ビジター 夜間例会（忘年会）　点鐘：19：00

：永山会長 ・當野茂雄様（那覇南ＲＣ） 場所：ラグナガーデンホテル

：新垣 裕輝 ・當野正樹様（那覇南RC） ●１２月２７日（水）休会

：奉仕の理想・四つのテスト ・徳物葉子様（札幌はまなすRC） 　（定款第8条第1節Ｃ項適用により）

：池田 彩織 ・二宮徹様（福岡城西ＲＣ） ●２０１８年１月３日（水）正月休み

：國吉 一人 　

：永山 雄一 ◆第２３９７回１月１０日（水）　理事会

：茂宮 隆次 新年ゆんたく会

：白間 弘造、柏田 吉美 ◆第２３９８回１月１７日（水）　

 　：宮城 富夫、富田 真理子 卓話：緑間 禎氏（那覇東ＲＣ）

：當野茂雄氏 演題：職業奉仕月間に因んで

：國吉 一人 ◆第２３９９回１月２４日（水）　

：伊禮 文雄 卓話：新垣利江子会員

■会長挨拶 演題：未定

■永山会長 ●１月３１日（水）休会

　（定款第8条第1節Ｃ項適用により）

＜例会変更・休会のお知らせ＞

（例会変更）夜間例会

・那覇西ロータリークラブ

日時：12月13日（水）

uke 場所：姫-HIME-（国際通り）

ビジター費：5,000円

・那覇東ロータリークラブ

日時：12月21日（木）

場所：ライブハウス　ガーラ（那覇市松山）

ビジター費：5,000円

日時：2018年1月7日（木）点鐘18：30

場所：ホテルロイヤルオリオン「旭の間」

ビジター費：5,000円

◆日時：2018年3月1日（木）（1日目） ・那覇北ロータリークラブ

　　　　13：30～幹部会議 日時：12月21日（木）19：00～

　　　　14：00～親善会議 場所：沖縄かりゆしアーバンリゾート・ナハ

　　　　18：30～懇親会 ビジター費：5,000円

■茂宮幹事 ◆会場：漠来大飯店（台湾・高雄市） ・コザロータリークラブ

◆登録料：会員15,000円 家族10,000円 日時：12月21日（木）点鐘19：00

◆日時：2018年3月2日（金）（2日目） 場所：ステーキハウス四季（園田本店）

・旅行Ｂコースコース ビジター費：5,000円

（台南古都コース 旅費5,000円） （例会休会）年末年始

・旅行Ｂコース ・那覇西ロータリークラブ

【幹事報告】 （高雄ディープコース 旅費5,500円） 　日時：12月27日（水）　1月3日（水）

・第2580地区ゴルフ大会 ・那覇東ロータリークラブ

場所：高雄ゴルフクラブ 7：30ｽﾀｰﾄ ・那覇北ロータリークラブ

【回覧】 ゴルフ代金：21,000円/１人 ・コザロータリークラブ

①那覇西ＲＣ例会休会のお知らせ コンペ参加費：6,000円/１人 　日時：12月28日（木）　1月4日（木）

②名護ＲＣ例会休会のお知らせ

例会の案内です。11/15は移動例会、11/22
は夜間例会となっております。

皆さんこんに
ちは。
本日は當野さん卓話宜しくお願い致します。
暦の上では昨日が立冬という事ですが、ここ
沖縄は暑くもなく寒くもなく一年の中でとて
も過ごしやすい季節ですね。
さて、来週は移動例会で蝶々ハウスの清掃活
動となっておりますので、ひとつ宜しくお願
い致します。
本日の週報に柏田会員の世界日報に掲載の記
事の紹介があります。普天間門前まち期成会
の理事長として我がクラブ会員が活躍してい
る事は喜ばしい事です。一日も早く門前まち
構想が成功しますように我々も見守っていき
たいと思います。
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■例会予定

■ニコニコの趣旨

ロータリー財団月間

 　 １．真実かどうか
 　 ２．みんなに公平か　　　

■委員会報告

＊＊＊　第２３９１回　（２０１７年１１月８日）　例会報告　＊＊＊

■例会プログラム ■ｹﾞｽﾄ･ﾋﾞｼﾞﾀｰ紹介　新垣裕輝会員

ｴｺ思想推進宣言

ｿﾝｸﾞﾘｰﾀﾞｰ

斉 唱

ゲストビジター紹介

司 会

開 会 点 鐘

会 長 挨 拶 ■ロータリー財団へのご支援有難うございま
す。（當野茂雄/那覇南ＲＣ）

ﾆｺﾆｺＢＯＸ

■當野茂雄様、卓話「ロータリー財団月間に因
んで」貴重なご講話をありがとうございまし
た。大変勉強になりました。
　　　　　　　　　　　　（仲吉 サダ子）

■當野さん、卓話大変勉強に成りました。今後
のご活躍を期待致しております。
　　　　　　　　（柏田 吉美、茂宮 隆次）

■當野茂雄地区財団委員の本日の卓話どうも有
難度う御座いました。又、當野正樹社長を歓迎
して！立派な後継者が出来てよかったですね。
感激して居ります。（比嘉 盛吉）

■當野さん卓話ありがとうございました。
先週の誕生祝いありがとうございました。
　　　70歳にかんぱい！（永山 雄一）卓 話

出 席 報 告

■當野茂雄様、卓話ありがとうございました。
財団のお話難しいけど活用できるように理解し
勉強して参ります。（東江 繁子）

白間国際奉仕委員長

柏田職業奉仕委員長

宮城ロータリー情報研修委員長

幹 事 報 告

委 員 会 報 告

¥20,352

出席報告 前回

《11月ロータリー為替レート　＄１＝￥114》

■出席報告

前 回 累 計 ¥248,000



職業宣言　１０．自分の職業の水準を高めるように努力することが、職業奉仕だ。

卓話：當野茂雄氏「ロータリー財団に因んで」

皆さんこんにちは。ロータリー財団地区委員の那覇南クラブ當野でございます。
日頃より貴クラブ並びに会員の皆様にはロータリー財団のご理解とご支援を多大に頂きまして心から
感謝申し上げます。
ご案内のように毎年11月はロータリー財団月間でございます。ロータリー財団の話は難しいとのお
声もありますが、それを解かりやすく説明するのが私の任だと思います。
1917年アトランタ国際大会で、アーチ・クランフＲＩ会長が”世界で何か良いことをしよう”と提
案、採択されロータリー財団が創設されました。2017年アトランタ大会では次の100年に向け
て、もっと簡素化してクラブの皆さんに浄財を使って頂こうという事でスタートしております。それ
から2017年アトランタ大会では、財団100周年を祝う壮大なバースデーパーティーが催され参加
者みんなでケーキを食べました。
ロータリー財団の使命は、３つあります。１．人々の健康状態を改善する。２．教育への支援を高め
る。３．貧困を救済する。これらを通じて世界理解、親善、平和を達成することです。「世界理解、
親善、平和」と言われても、自分にできる事はないと感じるかもしれませんが、小さな行為が「バタ
フライ効果」で大きな成果に繋がります。例えばあなたがした寄付は23,000円でも、クラブでまと
めると数十万になり、地区でまとめると数千万になり、全世界でまとめると約300億円になりま
す。寄付金が財団補助金となり、吉田雅俊ガバナーの東京新都心ＲＣはグローバル補助金を活用しネ
パールに井戸を作りました。その結果、綺麗な水で体を清潔に保つことで、皮膚病等の病気の予防と
なりお腹を壊すことがなくなり、元気に働いたり、学校へ通ったりすることができるようになりま
す。毎日の水汲みから解放された子供たちからお医者さんや学校の先生になることができるかもしれ
ません。
次に、ロータリー財団がどのようなプログラムを進めているか！について説明します。①ポリオ撲滅
②ロータリー平和フェローシップ③補助金プログラムの三つです。ポリオは一般に「小児まひ」とも
呼ばれます。1940年代から1960年代に各地で流行し6,500名以上の患者が発生しました。ワク
チンの定期接種などにより野生型ウイルスによる発症は1980年が最後と言われています。地球上か
らポリオが撲滅するまでは、世界中の子どもがワクチンの接種を続けなければなりません。ポリオ撲
滅活動は、ＷＨＯが全般的な指導や支援をし、ユニセフがワクチン調達、ＣＤＣが専門家の派遣や発
生源の分析、ロータリーとビル・ゲイツ財団が資金の拠出するというように協力して活動しておりま
す。
次のプログラムは2002年に始まった「ロータリー平和フェローシップ」です。世界各地で平和の推
進者となる人材を育成するための奨学金制度です。日本では国際基督教大学で毎年10名ほど学びま
す、16期までは138名が大学院修士課程で学び活躍しています。ロータリー平和センターへの寄付
は、この制度の末永い存続を確実にし、投資収益はロータリー平和フェロー達の奨学金になります。
さて次は、補助金プログラムです。補助金は「地区補助金」と「グローバル補助金」の２種類に分か
れます。どちらの補助金も「人道的プロジェクト」と「奨学金」に利用可能です。地区補助金は、１
年以内に完了する比較的小規模な活動です。地区補助金の総額は毎年約1,200万円です。「人道的
プロジェクト」には、プロジェクト総額の8割かつ最大40万円まで補助されます。「奨学金」は、
海外の大学に留学する方を支援します。グローバル補助金は、実施国と援助国のクラブが協力して行
う総額300万円（3万米ドル）以上の大規模な奉仕活動で、内容はロータリーの6つの重点分野に限
られております。①平和と紛争予防/解決②疾病予防と治療③水と衛生④母子の健康⑤基本的教育と
識字率の向上⑥経済と地域社会の発展です。
最後に、ロータリー財団は次の100年に向けて、今年が「はじめの一歩」となる年です。財団の意
義をご理解頂き、皆さんひとりひとりのご支援が沢山の地域の人々の為になりますので、寄付にご協
力をお願い申し上げます。本日はご清聴ありがとうございました。

例会場：ラグナガーデンホテル ｔｅｌ：098-897-2121 会長：永山 雄一
例会日：毎週水曜日 12：30～13：30 幹事：茂宮 隆次
事務所：宜野湾市大山2-9-25-2Ｆ 会報委員長：仲吉 サダ子
TEL：098-898-9000 FAX：098-898-0003 E-mail：info@ginowan-rc.org

２０１７年１１月１５日（第２３９２回）
２０１７年１１月２２日（第２３９３回）
２０１７年１２月 ６日（第２３９４回）

合併号

クラブテーマ：変化をもたらす

「MAKING A DIFFRENCE」
２０１７－１８年度 国際ロータリー会⻑テーマ


