
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

第 1539回 （本年度第 10回） 

令和 4年 11月 17日（木） ZOOM併用早朝例会 
 

点  鐘  神谷  直 会 長 

司  会    下條恵理子 会場監督 

斉  唱 「四つのテスト」 
 

会員出席報告  
 

欠席者：阿部会員､今井会員､遠藤会員､菅野会員､坂本会員､ 
髙木会員､内藤会員 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
お客様紹介   
☆地区Ｒ財団委員会副委員長 
鈴木 慎二郎様（川崎マリーン RC） 

  
職業について  

細田 研 会員 「 証券業 」 

私が会社に入社したの

は 1988年 4月です。 

日経平均株価は、翌年
の 1989年に 38,915円の
最高値を付けてその後
大きく下がってからい
まだ高値を超えること
ができず、失われた 30
年と言われるようになりました。 
1988 年の 1 月を「1」として日経平均と NY ダウを比

較すると現在、日経平均は 1.17倍 NYダウは 16.67倍
となっています。 
また、1998 年 1 月を「1」として日米の優良企業の株

価を比較すると、トヨタは 2.9 倍、ソフトバンクは 27
倍ですが驚くことに、アマゾンは 416 倍、アップルは
935倍となっています。 
米国のリスクを恐れないチャレンジ精神がこの差に

なっているのだと思います。 
 
  

 
Ｒ財団月間卓話   
地区Ｒ財団副委員長 鈴木 慎二郎 様 
 

１．ロータリー財団

の概要 

ロータリー財団

は、国際ロータ

リーが目指す世

界平和の礎とな

る社会貢献活動

への支援を行う

世界有数の慈善

団体です。 

  ロータリー財団は世界中に協力組織を持ちますが、 

 我が国の「ロータリー日本財団」は、2010年に公益 

 財団法人の認定を受け、寄付金は税制上の優遇措置 

 を受けることができることとなりました。 
 
２．ロータリー財団の特徴 

ロータリー財団の最大の特徴は「活用される資金 

 のすべてが皆様の寄付のみにより成り立つ」という 

 ことです。寄付が少なくなれば、財団の活動は縮小 

 してしまうことになります。 

  よく、ロータリー財団については「しょっちゅう 

 寄付を求められる」「補助金事業を申請したくても、 

 手続きが煩雑で面倒である」というご意見を戴き 

 ますが、これから述べるように、財団は重要な活動 

 を担っておりますので、寄付にも補助金申請にも、 

 積極的なご対応をお願い申し上げます。 
 
３．ロータリー財団が行うプログラムについて 

（１） ポリオプラス 

  ポリオプラスは国際ロータリーの最優先事項です。 

  財団年間予算の４２％がポリオプラスに使われて 

 おります。 

  １９７９年からのポリオ撲滅の活動が実を結んで、 

 現在感染者数は９９％減少、常在国も２か国に減少 

 しております。一方で、ＮＹやロンドンなどで環境 

 サンプルからウイルスが発見されております。日本 

 を含む先進国では、海外からの入国者からウイルス 

 の流入が心配されるところであり、会員の皆様方に 

 おかれましては、引き続きポリオプラスの活動に 

 ご理解ご協力をお願い申し上げます。 
 
（２） 地区補助金・グローバル補助金 

  地区補助金及びグローバル補助金は、寄付金を 

本 日 
会 員 数 出 席 欠 席 出 席 率 

２３名 １４名 ９名 ６６.６７％ 

前々回(10月 20日) 欠席 9名 Make up 3 名 ８５.７１％ 
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『イマジン ロータリー』  IMAGINE ROTARY 
ＲＩ会長 ジェニファー・ジョーンズ 第２５９０地区ガバナー 志村雄治 

井元雄一会員  
ワンポイントエクササイズ  
朝の体を目覚めさせるストレッチ！  

 



 原資として、クラブが実施する社会貢献の重要な 

 アシストとして広く利用されております。 

  補助金の利用につきましては、クラブと地区と 

 の間にＭＯＵという覚書を締結する他、申請及び 

 事業終了後の監査など、いくつもの審査を実施 

 しますが、これは、皆様からの貴重な資金を管理、 

 運営する責任をロータリー財団の各委員会が負って 

 いるためです。ご理解をお願い申し上げます。 
 
（３） 奨学金事業 

  ロータリー財団の奨学金事業は学業研鑽を海外で 

 目指す学生たちのための事業であり、現在、奨学生 

 学友は３５０名を超しました。更に、学友自身も 

 独自の啓発活動を実施しており、心強く感じており 

 ます。 
 
（４） ロータリー平和センタープログラム 

  ２００２年度に創設された当プログラムは、紛争 

 解決のための国際的リーダーを育てることを目的に、 

 毎年、世界中で約１００名の人材が選出、世界７か 

 国、７大学で研究を続けております。 

  当地区では、先日の地区大会で日本人学友５名が 

 平和のためのプログラムを実施、彼らの平和への 

 取組みを聞く貴重な機会となりました。 
 
４．年次基金の運用について 

 皆様からお預かりした寄付金は３年間の投資を行い 

その運用益の一部を加算した金額が補助金などの奉仕 

プログラムの原資になっております。 

 財団で使用される予算の９１％が奉仕プログラムに 

使用され、残り９％で管理と広報を実施しております。 

 ガラス張り、かつ効率的な運営がなされております。 
 

５．寄付とは何でしょうか？（結び） 

 皆様にとって、寄付とは何でしょうか？ 

財団への寄付には、慈しみの心による援助である、 

「施し」と、会員自身が行動できなくても、心は共に 

あるとして、物質にのせて託す「託し」の二つの側面 

があります。 

 皆様には、毎年、財団月間その他の機会に、多額の 

協力をいただき感謝しておりますが、ぜひ、いままで 

触れた財団の活動を見て、知って、更なる共感・協力 

をいただきますようお願い申し上げます。 
  
 
ニコニコ報告     
◆鈴木慎二郎様（川崎マリーン RC） 
本日は、ロータリー財団月間の卓話に伺いました。 
初めての早朝例会に参加させて頂きました。勉強さ
せて頂きます。  

◆小川 湧三様（川崎鷺沼 RC） 
地区大会ありがとうございました。    

◆神谷 直会長・内藤松雄幹事 
鈴木様、本日は有難うございます。朝の寒さにも負
けず、熱いお話楽しみにしておりました。勉強させ
て頂きます。  

◆江口 進会員 
鈴木様、本日は朝早くからありがとうございます。
今朝は冷え込みがいっそう厳しくなりました。かぜ
などひかれぬよう体調管理お願い申し上げます。  

◆SAA一同 
 朝はすっかり寒くなりました。その分しっかりと身

体と頭を働かせて、クラブと奉仕と仕事に精を出し
ていきましょう。本日の卓話も楽しみです。鈴木様
よろしくお願い致します。   

◆親睦委員会一同 
 昨今、めっきり朝晩寒くなりましたね。鈴木様本日

はお忙しい中お越しいただき有難うございます。勉
強させて頂きます。  

◆「みんなニコニコ」 
 鈴木様、本日は卓話有難うございます。 
 市川功一会員・徳安久是会員・細田 研会員 

 

会長報告 神谷  直 会長（１２月１日）  
１．地区大会無事終了の礼状を頂戴しております。  
２．中原区諸団体合同新年賀詞交換会のご案内。 
  令和５年 1月 10日(火) 午後４時開会   

ホテル精養軒２階「飛翔」  ※神谷会長ご出席  
３．寄付の感謝状と認証品をお渡し致します。 
 ◇Ｒ財団ＰＨＦ認証状と襟ピン：江口会員･神谷会員 
 ◇第 1回米山功労者感謝状：江口会員･髙木会員  
４．理事会報告 
 

幹事報告 内藤 松雄 幹事（１２月１日）   
１． 地区からの来信 

①ロータリー財団補助金管理セミナー開催のご案内。 
 12 月 8 日(木) 15：00-17：30  
メモワールプラザソシア21   ※江口会長エレクト出席   

②地区主催「世界ポリオデー」協力の礼状が届いてお 
 ります。また「広報チラシ」「ポリオＴシャツ」は、 
 今後のクラブ活動においてご活用下さいとの事です。  
２． 他クラブ例会臨時変更 
●川崎とどろき RC  

12 月 12 日(月)  年忘れ家族会 精養軒  点鐘 18：00 
12 月 26 日(月)  休会  

●川崎中 RC  
12 月 13 日(火)  年忘れ家族会 精養軒  点鐘 17：30 
12 月 27 日(火)  休会  

●川崎大師 RC  
12 月 14 日(水)  年忘れ家族会  

横浜ﾛｲﾔﾙﾊﾟｰｸﾎﾃﾙ    点鐘 18：00 
12 月 21 日･28 日･1 月 4 日(水)  休会   

●川崎 RC   
12 月 15 日⇒11 日(日) 年忘れ家族会  

ローズホテル横浜    点鐘 12：00 
12 月 29 日･1 月 5 日(木)  休会  

●川崎麻生 RC   
12 月 16 日(金)  琴平会館  幹事の日  点鐘 12：30  

●新川崎 RC   
12 月 21 日(水)  移動例会   点鐘 18：00 
12 月 28 日･1 月 4 日(水) 休会 

 
３．次回 12 月 15 日(木)は、年末家族会です。 

親睦委員会を中心に楽しいプログラムを予定して 

おります。ご家族お誘いあわせの上ご出席下さい。 

ニコニコボックス 本日 14,000 円 累計 175,000 円 

記念日ニコニコ 本日 0 円 累計 35,000 円 

１２月１５日(木) 点鐘 18：30 
年末家族会 二子玉川エクセルホテル東急  

１月１２日(木)  点鐘 12：30 
卓話「ローターアクトについて」 
川崎北 RC 戸川 俊雄様・佐久間 馨様 


