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本日はロータリー財団月間に因み和合 RC より
福田哲三君に大変お忙しい中、お越して頂いてい
ます。彼は国際ロータリー財団の地区ロータリー
財団・職業研修チーム（VTT）委員長を務められて
います。後程、卓話を頂きますが、VTT とはロー
タリー財団が長年にわたり実施してきた職業研修
を土台として活動していると伺っていますが、勉
強不足で詳しく理解出来ていません。本日は VTT
の目的・使命等のお話が聞けるのではないかと思
っております。宜しくお願い致します。
さて 11 月も終りですが、
慌ただしい月間で外に出
掛ける例会や事業が多かったですね。
11 月2 日は、
例会変更で福祉のつどいでサボテン鉢植大会。11
月 21 日にはクラブのゴルフコンペ。11 月 23 日も
例会変更で｢ニュートンのリンゴの木｣植樹式。そ
して、あくる日は、ウエスティンナゴヤキャッス
ルにて地区大会等、出席、参加頂きました。皆様
ご苦労様でした。
本当にありがとうございました。

２０１３年１２月６日（金）第２１６５回（１２月第１例会）
その 11 月も終り今年も余す所 12 月の 1 ヶ月にな
りました。春日井ロータリークラブの例会は 12
月 20 日の年忘れ家族会で今年は最後になります
が、どうぞ風邪など引かぬ様体調には十分気を付
けられ、
何かと忙しい 12 月を楽しく乗り切りまし
ょう。
幹事報告
幹事
加藤久仁明君
① 第 6 回理事役員会時間変更の件
平成 25 年 12 月 6 日 11 時 30 分よりを 11
時からに開始時間を変更します。
② 春日井市平成 26 年新年名刺交換会
平成 26 年 1 月 6 日(金) 10：00
場所：春日井市役所 11 階
出席義務者：会長：屋嘉比良夫君
幹事：加藤久仁明君。
③ 第 33 回福祉のつどい第 4 回実行委員会
平成 25 年 12 月 10 日(火) 14：00 より
場所：春日井市総合福祉センター 小ホール
出席義務者：社会奉仕委員長：和田了司君。
地区 新会員研修セミナー
平成 26 年 1 月 25 日(土) 14：00˜17：15 まで
場所：名鉄グランドホテル
出席義務者：入会 3 年未満の方 詳しくは事務局
まで
◎例会変更のお知らせ
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家族会の為 東急ホテル
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１２月１７日(火) １２月１５日(日)

１２月１８日(水) １２月１５日(日)
家族会の為 ウェスティンナゴヤキャッスル

ロータリー財団月間
例 １２月１３日（金） １２月２０日（金） １２月２７日（金） １月 3 日（金）
年忘れ家族会
休会
休会(正月三が日)
会 祝福
予 卓話 風岡保広君 マリオットアソシアホテル
定 卓話 成瀬浩康君 17 時 30 分受付 18 時例会
E-mail：ksgi-rc@gaea.ocn.ne.jp
ホームページ：http://www.kasugai-rc.jp
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１２月１７日(火) １２月１４日（土)

家族会の為 未定
１２月１７日(火) １２月１７日(火) 18：30

家族会の為 東急ホテル
１２月１８日(水) １２月１６日(月) 18：00：

家族会の為グランコート名古屋
１２月１７日(火) １２月１７日(火) 18：30

家族会の為 栄東急イン
１２月１９日(木) １２月 21 日(土)

家族会の為名古屋久レストンホテル
１２月１９日(木) １２月１４日（土)

家族会の為 名鉄犬山ホテル
１２月１７日(火) １２月１７日(火) 18：30

家族会の為 マリエール岡崎

◎例会休会のお知らせ
○名古屋清須ＲＣ
１２月１７日（火）は休会
◎ビジター紹介
○名古屋和合ＲＣ
出席報告
会員 56 名
先々週の修正出席

峠 テル子君
中島 宗幸君
名畑
豊君
長谷川英輝君
林
憲正君
蓮野 美廣君
森田
誠君
○ご協力ありがとうございます。 成瀬 浩康君

会長

委員長
欠席 13 名
欠席 1 名

屋嘉比良夫君
福田 哲三君
伊藤 一裕君
出席率 91.3%
出席率 98.1%

ニコボックス報告
委員長 成瀬 浩康君
○本日は財団について卓話で一生懸命お話させて
いただきます。よろしくお願いします。
地区職業研修チーム委員長 福田 哲三君
○速水君入会おめでとう。
屋嘉比良夫君
○よろしくお願いします。
速水 敬志君
○速水君入会式。
古屋 義夫君
○福田さんのお話を楽しみにしています。
近藤 太門君
○近藤太門様、先日植物園への送迎ありがとうご
ざいました。
足立 治夫君
○速水君をお迎えする喜びで。
風岡 保広君
○ちょっと良い事がありました。 早川 八郎君
○北さんへ、逆光でのニュートンのリンゴの木の
記念写真ありがとうございました。和田 了司君
○旧友速水君をお迎えする喜びで。青山 博徳君
○休暇を利用して地中海マルタへプチ留学をして
きます。
山田 倫章君
磯野 俊雄君
太田 弘道君
大畑 一久君
岡嶋 良樹君
加藤久仁明君
加藤
茂君
加藤 宗生君
貴田 永克君
北
健司君
志水ひろみ君
清水
勲君
社本 太郎君
杉山 孝明君
杤本 正樹君
宅間 秀順君

卓話
福田 哲三君
先だってのワールドフード・ふれ愛フェスタで
は、私、実行委員長を努めさせて頂きましたが、
皆様に多大な御迷惑、御負担をおかけしながらの
大盛況で 3 日間を終える事が出来ました。地区ロ
ータリーのイメージ向上に貢献出来たのかなと思
っております。これも皆様の御協力・御支援のお
陰だと思っております。改めまして御礼申し上げ
ます。本当にありがとうございました。
本題の財団の話に進めさせて頂きます。
ロータ
リーも解らんが財団はもっと解らんという方が多
いので、なるべく解りやすい様にお話しさせて頂
こうと思っております。良い事をするにはお金が
必要なので、会長がお金を出し合って基金として
積み立てようと始まったのが財団です。活動資金
の原資をまとめておこうという事です。ロータリ
ーが発祥して 12 年後に財団が出来たという事を
知っておいて下さい。財団というとまずお金集め
というイメージがあると思います。皆さんの寄付
を頂戴するのですが、大きく分けると年次基金、
これは使途を伴わない基金。恒久基金、これは元
本を使わずに運用益だけで活動をするこの２つで
す。大事なのはお金を財団が世界から集めてそれ
がどう使われるかという事です。以前は一人 100
ドルをと言っていましたがそれは無くなりまして、
EVERY ROTARIAN EVERY YEAR という事で、
是非皆さん毎年少しずつでも良いから御寄付を頂
いて世界のロータリアンも含めて社会奉仕、社会
サービスの活動資金として御協力をお願いしたい
という事です。当地区は田中ガバナーの御判断で
一人当たり 15,000 円を目標にしたいと活動して
おりますのでよろしくお願い致します。昨年度の
春日井ロータリークラブさんは沢山御寄付を頂き
まして誠にありがとうございます。
会員数 51 名、
年次寄付が総額 7,650 ドル、１人 150 ドルの寄付
を御協力頂きありがとうございます。恒久基金と
して 1,000 ドル頂いておりますのでそれも合わせ
まして感謝申し上げます。またロータリーカード
を使って頂いているのが、シルバーカード 1 名と
いう事でありがとうございます。今年から法人カ
ードもありますので、法人でも使って頂ければと
思います。
ここからはお金の使い方についてお話し致し
ます。3 年前から未来の夢計画が始まりました。
田中年度の財源として 3 年前に当地区としての年
次寄付と恒久基金の運用益の合計が 732,000 ドル
あります。これが私達の活動資金になります。

DDF 地区活動補助金が半分、366,000 ドルが自分
たちの裁量で使えます。WF が半分の 50％はプー
ルされます。預託金と思って頂いても良いと思い
ます。3 年間は預けるのですが、3 年後は自分た
ちで半分は使える。その 50％の補助金が地区補助
金とグローバル補助金に更に半分に分けて運用さ
れます。グローバル補助金は 30,000 ドル以上で
海外の地区と協同して行う規模の大きいプロジェ
クトになりますが、このグローバル補助金を使い
ますとエバンストンに残った我々の預けた半分の
お金の中からグローバル補助金で我々が使うお金
と同額が戻ってきます。言い換えればせっかく財
団に寄付したお金、活動の仕方によっては 75％は
返ってきます。寄付金が財団から出て行くだけで
はなく 3 年間はプールするものの 3 年後にはマッ
クス 75％は自分たちの奉仕活動やサービスに使
えますという事ですので、是非色々な活動をして
下さい、色々な提案を行って下さいというのが財
団の願いです。財団はお金を集めたいというのが
ありますが、集める目的はそれを使う為です。財
団の方で使う目的を決めるのではなく、寄付をし
て頂けるそれぞれの会員の皆さんで使い道を考え
ましょうというのが財団の姿勢です。このグロー
バル補助金は世界中でも使い方が難しいというか、
慣れていないので申請で戸惑いまして上手くいっ
ていないケースが殆どです。このグローバル補助
金は使われなかった場合はどんどん WF にプール
されます。ただし 2760 地区の寄付であれば 2760
地区でしか使えない様になっています。現在 60
万ドル程プールされていますので活動資金は潤沢
にあるという事です。後はこれをどう使うかとい
う事です。
地区補助金は各クラブが自由に使えるお金で
す。青少年の育成、弱者・障害者支援、様々な活
動に皆さん使われています。春日井ロータリーク
ラブさんでも盛んに活動されていると思います。
更にこれまで以上に事業を活性化して頂き財団の
お金を御利用頂きたいと思います。ポリオは日本
ではあまり馴染みが無いのですが、世界的には非
常に大きな問題で国際ロータリーが 30 年以上取
り組んでいる、
大きなプロジェクトのテーマです。
最後に皆さんの活動を支える、
側にあっていつ
でも利用して頂ける様な財布の代わりというスタ
ンスでおります。寄付をお願いしますが、奉仕活
動を計画して頂ければ 75％は自分達で使えるお
金になるという事。寄付といって出て行くだけで
はないという事を御理解頂き、身近に感じて頂け
ればありがたいと思います。

ベルナッデ・ミトラ
あしながおじさんへ

学校へ行く前に私は両親に許可を得なければな
りません。学校に到着すればもちろん、クラスメ
ートと一緒に、教室やその周りも掃除しなくては
なりません。それを毎日行っています。その後、
教室に入ります。先生の授業が終われば、家に帰
りお母さんの家事の手伝いをしなくてはなりませ
ん。宿題があれば、もちろん家事が終わった後に
やります。そしてお祈りをして、寝ます。
学校生活は正直言いって、よかったり、以前の
成績より下がってしまったときのように悪かった
りです。今勉強や、特に学校の宿題や行事にコン
ピューターが私には必要です。私は、いつか学校
の先生になりたいと今決めました。もし私が成功
したら、両親や関係者やもちろん貧困に苦しむ人
を助けたいです。家族は、両親は毎日私たちの学
校で食べ物を売っています。でも両親はとても私
の学校活動を支えてくれています。それが、何が
起ころうとも私がとても両親を愛している理由で
す。
ところで、私の家族は７人で、両親と３人の兄弟
とマニラで働いている一人の姉がいます。長兄は
学校を終えることができず、２番目の兄は働きな
がら勉強し、はまだ３歳です。ですから両親は私
たちの学校に奨学制度があることを喜んでいるの
です。友人はとても仲良く、誠実で敬虔です。私
は、他人を尊敬することをせずに自己愛だけの友
人は要りません。私の自国に対する貢献に関して
は、フィリピン市民として国の法律や規則に則ら
なければなりません。よい国家を作ることに努め
ることは他国からも尊敬されます。規律は家から
始まります。腐敗を止めること、フィリピンで起
こっている最も悪いことなのです。日本はとても
規律正しい人々がいる凄い国のひとつです。誠実
な個々人が最大限協力する。
とても助け合う国民。
日本は日の昇る地なのです。
私のあしながおじさんの想像は、とても裕福で、
貧困に苦しむ人を助けるという使命をもっている
日本に住んでいる男性です。また、慈善家でもあ
ります。やさしい心をもって、結婚している男性
です。

最近、たくさんのことがたとえば、異なった団体
に参加したりといったことが、私に起こっていま
す。歌うことやすべての私の才能を伸ばしたいの
で、3 つの組織に参加しています。時々、そのせ
いで忙しくなってしまいます。
奨学金は正しくつかっています。受け取ったお金
は、学校で必要なもの、例えば制服、ノート、鞄、
学校の靴、靴下をかったり、種々雑多な支払にも
使っています。今読んでいる本は、地理、化学、
英語Ⅲで、時々は、
「ゾディアックによる死」のよ
うな物語を読みます。日本のアニメでは、例えば
「ドラえもん」
「名探偵コナン」
「ナルト」を見る
のが好きです。
正直言いますと、
「価値」
科目の成績は下がってし
まいましたが、
他の科目は上がりました。
それが、
もはやわたしがバレーの選手でなくなった理由で
す。大学の選手になったら成績が下がると気付い
たので、やめることにしました。私たちは友人や
クラスメートと、私たち世代の経験についてや秘
密について話します。そして、時々私たちが教訓
を理解することを共有します。
私にとって、私を楽しくしてくれることは、身近
な人や友人と一緒にビーチへいく時、泳いだり、
セブ島マクタンの叔父のところへ行ったりする時
です。悲しいのは、８５未満を取ることが私にと
って厳しいので、成績が下がってしまう時です。
多分、いつかあしながおじさんと会えることを願
っています。そしてこの奨学金について本当に感
謝しています。私が大学を卒業するまで続けてく
れることを祈っています。
愛しています、神のご加護がありますよ
うに。

卓話 福田 哲三君

入会式 速水 敬志君

