
本日は「父の背中」と題した小文を御紹介します。

「私は親子２代でロータリアンである。２３年前、父

がクラブの会長を全うするために健康診断を受け

た。結果は、未破裂の脳動脈瘤がみつかり、「破裂

したら即死だ」と主治医に言われた。家族は大いに

慌てた。父は地元で歯科医師をしており、今後の診

療にも関わることである。私も、年子の妹も共に医

学部に在籍していたが、家業の手伝いもできないし、

疾患について教授のアドバイスをもらうのが関の

山だった。

父はよほどクラブの会長を受けたかったのか、家

族が悩んでいる中、手術という決断をした。しかも

「クラブに迷惑をかけられないから」と言い切った。

家族のためではなく、ロータリークラブのためとは？

私たち家族はあきれるよりも寂しさを感じた。このと

き、趣味のない父がこれほどこだわるロータリークラ

ブとはなんだろう？と感じたものだ。

いよいよ手術！今でも難しい脳幹部という場所の

クリッピング手術であり、残念ながら少しの後遺症

が出たが、リハビリを頑張り無事に退院した。余談

であるが、麻酔から覚めた後も「メークアップに行

かなくては！」と言い、まだリハビリ直後のおぼつかな

い足取りで「例会に出席する」と言い張る父を諭し、

リハビリをさせた。

弱よわしい父を人目にさらす家族の苦悩、これか

らの生活や職場復帰の事もままならないのに「クラ

ブには行く！」という父。「これも父のリハビリだ」と割

り切り、出席させた私。しかし、会員の皆さんからの

握手攻めで「おつとめ御苦労さま」等と軽口を叩か

れていたり、父を見て涙ぐんでくれる会員がいたり

「先生」と抱きついてくれる会員を見たとき、同業の

組合では見られない光景に、初めて「これがロータ

リークラブか！」と感動で涙が出て止まらなかった。

この感動を自分でも培うため、２年前、父とは親

子関係にあるクラブに入会し、奮闘中である。」

大和中RC 引田 俊一

これは、ロータリーの友１１月号、ロータリーモメント

「心に残るロータリーの体験３」に掲載されている引

田君の投稿です。

一家の大黒柱の大手術という一大事の中で、ロー

タリーが好きで仕方がない父の背中を見てしまい、

ロータリーの友情に感動し、そしてロータリアンになっ

た引田君。ロータリーはあなたのライフワークになる
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ことでしょう。益々の奮闘を期待します。

ロータリアンは、何かの瞬間（モメント）ロータリー

に対する気持ちが変わるといいます。田中作次RI

会長は、入会２，３年の頃ロータリーを退会しようと

考えていたそうです。たまたま聴いた「職業奉仕」

の卓話に感動して、ロータリーに目覚めるきっかけ

になったと言っています。地区大会で講演された板

橋RI会長代理は、若いころ地区大会で偶然握手を

した相手が新潟銀行頭取と分かり、ロータリアンは

平等であることに驚き、そのことが彼のロータリー

モメントだと言っています。

先輩に褒められたことがきっかけであったり、プ

ロジェクトが成功して味わった達成感がきっかけで

あったり、生涯の友人が出来た事がきっかけであっ

たりと、人それぞれのロータリーモメントがあると思

います。

例会や会合に出席し、あるいは奉仕活動を通じ

て多様な人たちに会うことが、あなたのロータリー

モメントに出会える近道ではないでしょうか。

①本日は理事・役員会を行います。

②会員被推薦者の長谷川清氏は、被推薦者の発

表後7日を経過致しましたが、異議申し立てを受

理致しておらず、会員に選ばれました。尚、標準Ｒ

Ｃ定款第11条に該当する元ロータリアンであるた

め入会金は免除されます。

お祝いの方々

親睦活動委員会 橋本 吉宣 委員

会員誕生日 梅野 房子 君 11月9日

野口 宏 君 11月12日

結婚記念日 阿萬 正巳 君 11月10日

橋本 吉宣 君 11月11日

創業記念日 橋本 日吉 君 11月13日

入会記念日 梅野 房子 君 11月10日

私の会社は、岸木工有限会社と申します。創立

は昭和21年で、65年を過ぎました。創立者は祖父

で、「桶玉」という桶屋を小田原で35年以上行って

いました。大和には支店として、昭和34年に金時風

呂という店名で来ました。小田原に帰ると桶玉の

孫と言われないとわからず、大和では金時で通って

います。皆さんは会社の名前は呼びません。銀行ぐ

らいです。

今日の題である職業奉仕についてですが、私は

タイル職人です。親方や兄弟子、職人さんと一緒

に仕事をしますが、別々の場所を一人で行います。

特に住宅の場合、一人で作業しますので、お客さ

んに私が来たことで損をさせてはと思っていたの

で、逆にお客様に教わり奉仕をして頂いていると思っ

ています。

よく祖父が言っていました。「隣近所迷惑はかけ

るな、隣近所の世話をやくぐらいになれ。」

近所の人が一番のお客さんですから、地域に貢

献してお返しをしなくてはと思い、一生懸命活動し

ております。

『未来の夢計画について』

「ロータリー財団月間にあたり」

高橋 清 R財団委員長

11月はR財団月間であります。R財団について考

えてみたいと思います。

R財団の使命とは、ロータリアンが、人々の健康

状態を改善し、教育への支援を高め、貧困を救済

することを通じて、世界理解、親善、平和を達成で

きるようにすることです。財団の支援を通じて、ロー

タリアンは人々の生活向上に貢献する力を得るこ

とが出来きます。

R財団の標語は「世界でよいことをしよう」

《6つの重点目標》

1.平和と紛争予防と解決

2.病気の予防と治療

3.母子の健康

4.水と衛生設備

5.基礎的教育と識字率向上
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6.経済と地域社会の発展

2011年3月11日（金）、午後2時45分、マグニチュー

ド9.1の地震（東日本大震災）が発生致しました。

使者15,131人、負傷者6,108人、行方不明者は現

在2,769人です。損失額は3,000億ドル以上。あの

災害に日本のロータリアン達は立ち上がり、大きな

献金を致しました。財団を通し、いつどこでどんな

災害が起きても援助する支援の心を持つのはどの

団体より大きなものと思います。

さて、今年度のR財団寄付目標額は、一人当た

り200ドル以上とされております。夢計画の推進に

あたり、3年後の奉仕活動推進の為、目標が立て

られました。

R財団の持つ重要性と、「未来の夢計画」の革

新性を地区内クラブに周知していく様、菅原ガバ

ナーは考え、一人当たり200ドル以上の寄付を設

定しました。会員の皆様のご理解を宜しくお願い

致します。

そして、R財団は未来の夢計画の下、2013年7月

より新しい補助金構成を導入致します。

新補助金につきましては、研修参加資格認定の

準備をして新補助金提案書を作成して、2012年12

月中に地区に提出して審査を受け、新補助金支給

が決定されます。新しい補助金として、グローバル

補助金と新地区補助金が設定されます。地元地

域社会と海外において幅広い様々な人道的、教

育的活動を支援するものであります。

《新地区補助金とは》

1.地元と海外において人道的プロジェクト、奉仕プ

ロジェクト、奨学金、職業研修チームを支援する目

的で使用するものです。

2.ロータリーのある国とない国と地域でプロジェクト

を組んで使用できます。

《グローバル補助金とは》

1.大学生、大学院生レベルに対して奨学金を提供

する。

2.職業訓練生のための職業研修チームを支援する。

R財団奨学生とグループ研究交換留学生(GSE)

を募集しています。R財団奨学生は大学生以上で、

2780地区内に在住、在学、在勤している人が対象

です。渡航費、滞在費は国際ロータリーが負担しま

す。海外の大学や大学院などで1年間学ぶ事が出

来ます。就学期間は2013年7月～2014年6月まで

です。

GSEは2780地区内に在住在勤で、2年以上の職

務経験を持つ25才～45才が対象者です。渡航費、

滞在費、研修費等は国際ロータリーで負担します。

2013年4月20～5月10日まで、アメリカのノースカ

ロライナ州で職業研修と国際交流に参加出来ます。

R財団ではこのような活動も行っています。是非、

ご理解とご協力を宜しくお願い致します。

地区 財団資金推進委員 石川 健次

地区ではＲ財団関連の委員会が10ほどあります。

今年度の地区Ｒ財団の副委員長が後藤会員、補

助金配分の委員長が藤塚会員ですが、私は財団

資金増進委員会に配属されました。

委員会では何をやっているかというと、地区大

会に参加された会員には会場の入り口でお目に

かかりましたが、「ロータリーカード」の資料を配布し

てカードの啓蒙・勧誘をしております。本日は、地区

大会と同じものをもう一度配布しておりますので、

少しご説明します。

ほとんどの会員の皆さんは、クレジットカードを1

枚は持っておられると思いますが、このロータリーカー

ドだけの特典として、利用するごとに、カード利用

額の0.3％が、自動的にロータリー財団へ寄付され

ます。ゴールドカードでは初年度からポイントが2.5

倍つきます。

特に12/31までは、このカードで集められた資金

が東日本震災復興のために限定して使用されるそ

うです。

カードを申込むと、利用金額に応じて財団への寄

付が自動的になされます。その他にカード利用で

貯まったポイントで、財団への寄付（1000ポイント

→個人の年次寄付5,000円分と交換）ができ、個

人の年次寄付に加算されます。

しかし私もそうですが、日々のご利用ではもっと

有利なポイントや特典のつくカードをメインカードと

して利用されている方が多いと思います。

そこで財団資金増進委員会では、「無料のロー

タリーカード」をお付き合いで作って頂き、同時に「Ｅ

ＴＣカード」を作って、これを利用して頂くということ

をお願いしています。
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有料道路を通行するたびに、カード使用と同条

件で、知らないうちにコツコツと財団への寄付が可

能になるというわけです。

申込み書類の記入が多少面倒ですが、用紙が

同封されていますので、是非ご検討ください。 【 ク

ラブ番号は14142です。 】

地区 補助金分配委員長 藤塚 勝明

先ほどご説明のあった、高橋 財団委員長、石

川 地区財団推進委員よりの取り組み課程を経て

集められた寄付金はＴＲＦ（ロータリー財団）へ送金

されますが、この資金は３年間に亘っていろんな投

資先に資金を運用して利益を得ます。この運用益

の一部が財団の運営資金として使用されているの

ではないかと思われます。

そして３年前の年次寄付金の５０％と恒久基金の

運用益その他が加算されて、ＤＤＦとして地区へ返っ

てきます。

当地区・２７８０地区は次年度（2013～2014）未

来の夢計画に基づく予算として３年前の実績で配

布図のような形で配分を受けることになっており

ます。

…表の説明…

さて、地区補助金を受けて奉仕プロジェクトを計

画する上では、最低２年間の時間を必要とします。

いわゆる計画年度と実施年度です。

我がクラブに置き換えますと、今年度実施され

た地引き網につきましても、前年度は３月に申請し

て承認を受けて、今年度７月に実施に移されており

ます。

他のクラブではこれから実施される事業ももちろん

在ります。

…別表の説明…

昨年審査を通ったプロジェクトは９件。余談です

がこれらの事業は財団への申請が終わっていた

のですが、１ｹ月ほど前でしたか、このスペンディン

グプランを日本事務所へ提出しないと補助金が出

ないおそれがあると脅されまして、青くなったいきさ

つがあります。人道的な部分での記述を求められ

ていたのが実態でした。ＯＫが出ましたのでクラブ

へ資金が振り込まれてくる頃かと思います。

未来の夢計画に移行すると、申請時期がもっ

と早まりまして１２月１５日までに提案書の提出が必

要となります。

審査は地区内を３ブロックに分け、それぞれのブ

ロック宛に提出された提案書に対して、ブロック内

のＡＧ３名の合議によって、審査基準に沿って調整

され、地区財団補助金委員会に意見書が付けら

れて提出され、地区補助金委員会で審査決定とな

る運びです。提案書がＯＫとなれば２月中には申請

書を提出、最終審査・調整の後に地区より一括し

て財団に申請します。

グローバル補助金に関しても提案書の審査は同

じですが、財団への申請はクラブより行って頂きま

す。いずれの場合もＲＩｳｪﾌﾞｻｲﾄの中から会員アクセ

スを使ってオンライン申請となります。

奉仕プロジェクトを立案し実行する計画があれ

ば、補助金を利用する・しないはクラブの自主判断

ですが、手続きを面倒がらずに利用した方がより

良い内容で実行できるのではないかと考えます。

是非挑戦することを願っております。
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横澤 創 会長・入江 公敏 幹事

今年は秋がないと言うように、急に寒くなりま

した。風邪の予防はしっかり行いましょう。さて、

本日の卓話は、「未来の夢計画について」R財団

髙橋清委員長、宜しくお願いします。

岸 幸博 君

今日は3分間スピーチを行います。宜しくお願

いします。

橋本 吉宣 君

本日は結婚記念日のお祝いをありがとうござ

います。ようやく1周年を迎える事が出来ます。ロー

タリー同様、結婚生活もまだまだ新人ですが、こ

れからもご指導宜しくお願いします。

橋本 日吉 君

お蔭様で、11月13日をもちまして創業28周年

になりました。今後とも、皆様のご支援、ご鞭撻

の程、宜しくお願いします。

スマイルボックス 岸 幸博 委員長 本日 \5,000 累計 \361,670


