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「ロータリー財団フォーラムに際して」 

 

   ロータリー財団委員長 福留 幸一 

 

ロータリー財団月間が今年もやってまいりまし

た。長年ロータリーに関わっていても財団の内容と

いうものはやはり分かりにくいものですね。一言で

いえば私達が納めた年次寄付金はその年ではなく

３年後の財団活動に利用されます。 

その内容は国際財団活動基金（ＷＦ）と地区財団活

動基金（ＤＤＦ）に半分ずつ配分され、財団活動に

利用する。つまり自分たちの寄付金が戻ってくるシ

ステムですから補助金申請をしない手はないとい

うことです。もちろん必ず補助金が下りるとは限り

ませんが・・・。  

ちなみに２０１２－１３年度の１人あたりの財団寄

付金額は９７クラブ中２１位の２４７ドルで１位

の大津東クラブは４１１ドルでした。もう少し寄付

額を増やせないかなと考えるなか、財団活動のキャ

ッチフレーズをふと目にして考えさせられるもの

がありました。是非、紹介させて頂きます。 

 

  

世界には７０億人の人間がいますがそのうち、１

日１ドル以下の貧困生活を余儀なくされている

人々は１５億人にのぼります。栄養不足や疾病によ

って毎年１００万人以上の子供達が亡くなってい

ます。また、７２００万人の子供達は学校に通う事

が出来ません。 

私達は日本という国にたまたま生を享けました

が、もし戦争・疾病・貧困に苦しむ国に生まれてい

たらどうでしょう。あなたも私も幼く亡くなってい

たかもしれません。私達は教育・医療・衛生・食糧・

そして仕事に恵まれております。 

文化的な生活に感謝し私たちが出来る事は精一杯

しましょう！私達の支援を必要としている人々の

為に思いやりの心を尽くしましょう！ 

あなたのおもいやりの心はあまりにも大きく尊い

ものなのです。 

 

 今月もロータリー財団委員長として皆様の思い

やりの心をお待ちしております。 

よろしくご協力の程お願い申し上げます！ 

２０１４－１５年度 

国際ロータリー会長 

ゲイリーＣ．Ｋ．ホァン 

 

第 2650 地区ガバナー 

北河原 公敬 

会長(理事) ·········· 小野 富造 
会長エレクト(理事) ·· 岩橋 忠昭 
直前会長(理事) ····· 杉﨑 則夫 
副会長(理事) ······· 薮下 清三 
幹事(理事) ·········· 吉田 武雄 
クラブ管理(理事) ···· 渡辺 剛士 

(理事) ··· 横尾 浩志 
広報(理事) ·········· 川勝 裕之 
会員増強(理事) ····· 平野 俊雄 
 

第２６５０地区 
ガバナー補佐 
 中村 翠嵐 
財団資金推進委員会 
委員長 本田 修造 

米山奨学委員会 
委員 岩橋 忠昭 

インターアクト委員会 
委員 福留 幸一 

ﾛｰﾀﾘｰ財団(理事)···· 福留 幸一 
ﾛｰﾀﾘｰ情報(理事)···· 中村 翠嵐 
親睦活動(理事) ····· 小森 直之 
Ｓ．Ａ．Ａ．(理事) ···· 森里 秀夫 
職業奉仕(役員) ····· 岸  弘祐 
社会奉仕(役員) ····· 坂田  均 
国際奉仕(役員) ····· 安澤 英治 
青少年奉仕(役員) ·· 中塚  浩 
会計(役員) ·········· 竹之内米貴 

副幹事 ········· 郡  正樹 
副幹事 ········· 上村 承生 
副幹事 ········· 松下 明史 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 松井 信五 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 村田 好謙 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 中島 陽子 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 佐々木虚室 
副Ｓ.Ａ.Ａ. ······· 橋本 幸司 
副会計 ········· 山本 眞也 

本日の例会  

開会点鐘 〔１２：３０〕 

ロータリーソング♪これでこそロータリー 

会長挨拶 

来客紹介 

幹事報告 

―ロータリー財団クラブ・フォーラム― 

 担当 ロータリー財団理事 福留幸一君 
閉会点鐘 〔１３：３０〕 

本日の会合 

金沢南ＲＣとの懇談会11:00～東館３F「サーキュラールーム」 

情報集会第６組 13:30～東館３F「サーキュラールーム」 

年忘れ試食会  18:00～西館３階「梅の間」 

 

前回例会報告 

会員数 78（31）名 出席者 55（19）名 ビジター 1名 

 ( )は出席率除外会員 出席率 83.3％ ゲスト 1名 

第 2262回出席率 93.85％（含Ｍａｋｅ ｕｐ） 
 

次週の例会  

１１月２４日（月・祝） 

－歓声と笑顔の集い例会－ 

  集合時間：午前１１時点鐘 

  集合場所：京都市東部文化会館 

住所：京都市山科区椥辻西浦町１－８ 

最寄り駅：東西線 椥辻 １番出口 徒歩 7分  

 

 

 

２０１４年１１月１８日 第２２６５回例会 WEEKLY BULLETIN ４７－１９ 

愉しもうロータリータイム（機会）  

育もうロータリーハート（精神） 

MEETING ON TUESDAY 12:30 
THE WESTIN MIYAKO KYOTO 
Sister Club：Hsin-Chu, Taiwan 

Kanazawaminami 
 



 

 

幹 事 報 告  
■金沢南ＲＣより訪問   

本日、姉妹クラブの金沢南ロータリークラブより表敬訪

問にお越しくださっています。 

ご遠路ありがとうございます。 

会長    見神幸男様 

会長エレクト 北 敏一様 

幹事    東 英幸様 

副幹事   坂東久雄様 

提携クラブ委員長 村西暢之様 

 

■次回の例会は、歓声と笑顔の集い例会 

次週の例会は、１１月２４日（祝）の「歓声と笑顔の集い

例会」へ、例会日時・場所を臨時変更し、開催致します。

ご参加よろしくお願いします。 

尚、準備のため、出欠をお尋ねしています。村岡会員

または事務局までお知らせください。 

 

■新会員山田兼一郎会員歓迎会並びに、新旧事務局

員歓送迎会 

１２月２日（火）１８：００～「晴鴨樓」に於いて開催いたし

ます。ご出欠のお返事が未だの方は、親睦活動委員ま

たは事務局までお知らせください。 

 

■前年度年次報告書配布 

２０１３～２０１４年度の年次報告書が出来上りました。 

本日受付でお配りしております。 

 

■ふれあい“やましな”２０１４区民まつり 

２３日（土）１０：００〜「山科中央公園」に於いて、社会奉

仕事業として協力している山科の区民まつりが開催さ

れ、小野会長が出席されます。ごくろうさまです。 

 

 

Ｒ Ａ Ｃ 報 告  

【11/11（火）院内学級準備例会】（※確認中）が出席さ

れました。 

11/17（月）13：00～「京都大学附属病院」に於いて、 

院内学級活動が行われました。ごくろうさまでした。 

Ｉ Ａ Ｃ 報 告  

【11/15（土）例会】  

IAC 第８回例会が東山高等学校にて行われました。ご

くろうさまでした。 

 

同 好 会 情 報  

野球同好会 練習日 11/25（火）13：00～15：00 

 「勧修寺公園 南側グランド」 

特別寄付・ニコニコ箱・希望の風 ＜11/11＞ 

ロータリー財団 累計 554,560円 

＄１００万ランチ差額寄付 計 59,360円 

 計 20,000円 

今月は財団月間です。みなさまよろしくお願いします。

 福留君 

中桐万里子様にお越しいただいて。 小野君 

 

ニ コ ニ コ 箱 計 31,000円 累計 1,306,000円 

中桐万里子様 本日スピーチありがとうございます。 

 井上（勝）君、城山君、渡辺君、  

 関根君、今井君、小坂君、小森君、柴田君 

 布施君、吉田（武）君 

中村翠嵐さん、叙勲受章おめでとうございます。 

 川中君 

誕生日自祝 竹本君 

 

希望の風奨学金 計 10,000円 累計 123,000円 

希望の風を吹かそう。 戸田君 

 

１１/１９ 京 都 京都Ｈｵー ｸﾗ 「スティーブンス・ジョンソン症候群～不意の高熱と発疹…もしかしたら」  スティーブンス・ジョンソン症候群患者会 代表 湯浅和恵氏 
（水） 京 都 西北 ら ん ざ ん 「クラブ・デー 奉仕・青少年・財団奨学部門 第 4 回クラブ・フォーラム」 

 京 都 北東 ｸ゙ﾗﾝﾄ゙ﾌ゚ﾘﾝｽH 「クラブ・デー」 
 京都嵯峨野 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「クラブ・デー」 
 京 都 朱雀 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「１：平穏死のすすめ ２：新しい大腸検査の話題」  会員 藤田祝子氏 

１１/２０ 京 都 南 ﾘー ｶ゙ﾛｲﾔﾙH※ 「国際ロータリーのロータリー財団 新補助金について」  地区ロータリー財団委員会 副委員長 敦賀西ＲＣ会員 八木秀之氏 
（木） 京 都 北 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H ～音楽例会～「たった一人のバンブーオーケストラ」  タケップダンスパフォーマー ＳＥＩＧＯ氏 

 京 都 洛北 京都Ｈｵー ｸﾗ 「日本の未来のために」～日本の精神文化の拠点都市 京都からの挑戦～ 人口減少社会を超えて   京都市長 門川大作氏 
 京 都 洛東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「ラジオと防災」  ㈱京都放送 常務取締役・京都ＲＣ会員 堀田 学氏 
 京 都 桂川 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ガバナー公式訪問所感」  ＲＩ第 2650 地区ｶﾞﾊﾞﾅｰ 北河原公敬氏 
 京都ﾓｰﾆﾝｸﾞ 京都Ｈｵｰｸﾗ※ -Ｒ財団部門フォーラム-  司会進行：財団委員長 濱野惠子氏 
 京 都 さ く ら ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H★ 「ローターアクトと私」  京都西北ローターアクトクラブO.G. 京都手をつなぐ育成会山科工房 生活支援員  乗松明日香氏 
 京 都 西山 H ｸ゙ﾗﾝｳ゙ｨｱ ☆ ～ボジョレーヌーボー例会～（Ｆ＆Ｆデイ） 

１１/２１ 京 都 東 ｳｪｽﾃｨﾝ都H 「財団資金はロータリアンの手で活用しよう」 R.I.第2650地区ロータリー財団 財団資金推進委員長・京都東山Ｒ.C.会員 本田修造氏 
（金） 京 都 伏見 H ｸﾞﾗﾝｳﾞｨｱ ～クラブ管理クラブ・フォーラム～ 

 京 都 洛西 ＡＮＡｸﾗｳﾝﾌ゚ﾗｻ゙H 「縁の下の力持ち経営」  株式会社トーセ 代表取締役社長兼ＣＥＯ 齊藤 茂氏 
 京 都 紫竹 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 「英語の落語」 小夜姫氏 

１１/２４ 京 都 西 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 振替休日休会 
（月） 

 

京 都 紫野 ﾌ ﾞﾗｲﾄﾝ H 振替休日休会 
 京 都 中 京都Ｈｵー ｸﾗ 振替休日休会 
 京 都 平安 ｻ゙･ﾊ゚ﾚｽｻｲﾄ゙ H★ 振替休日休会 

１１/２５ 京 都 西南 ｾﾝﾁｭﾘｰ H 「ロータリーと職業奉仕」  京都南ロータリークラブ会長エレクト 2011～12年度第2650地区地区幹事長 片岡宏二氏 
（火） 京 都 洛中 京都Ｈｵー ｸﾗ 新入会員スピーチ 「ロータリアンの肝臓は大丈夫？」 坂部一夫氏、 「小児医療をめぐるトピック」 松田義和氏 

 京 都 洛南 ﾘｰｶﾞﾛｲﾔﾙ H 「“おごる平家は久しからず”に思う」  会員 若林俊一氏 
例会開始時刻 ※8：00 ※12：15 ☆18：00 ★18：30 


