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《 本日の卓話 》  １１月２８日 
    

「 公認会計士の仕事 」 

 

当クラブ会員  西川 昭雄 君 
 

《 次回の卓話 》  １２月５日 
 

「 自分史の中のロータリー 」 

 

当クラブ会員  中山 直幹 君 

 
       第２２０８回 ２０１１年１１月２１日 例会報告     

＜ 点鐘・ロータリーソング・今月の歌 ＞ 

「 それでこそロータリー 」「 小さい秋みつけた 」 

＜ 来客紹介 ＞ 

●ビジター２名 

  岡 村 利 之 様（ 東京東江戸川 RC ） 

  嶋 村 文 男 様（ 東京東江戸川 RC ） 

＜ 出席状況報告 ＞ 

50 名中  38 名出席  出席率 76％（11/7 訂正出席率 100％) 

＜ 会長報告 ＞ 

●11 月 15 日東京足立 RC 創立 35 周年記念例会へ、 

  須賀幹事と参加して来ました。当日は上野直前ガバ 

  ナーも招待されておりました。福島県相馬 RC へ義 

  援金 400 万円を送っておりました 

●11 月 16 日 RE-5 三役会が東武レバンドで開催され 

  ました。山本副会長、須賀幹事の 3 名で参加をして 

  来ました。今回は来年 3 月 14 日に開催される RE-5 

  合同例会についての内容でした。詳細がハッキリし 

  次第皆様へご連絡致します 

●11 月 20 日いわき勿来 RC 創立 50 周年記念例会・ 

  祝賀会へ須賀幹事と 2 名で参加して来ました。当ク 

  ラブよりタイ国プララメスアン RC とマスダ学院様 

  からの義援金を合わせて｢東日本大震災｣で被災さ 

  れた方々へご利用下さいと、50 万円を届けて参り 

  ました 

●週報でもご案内致しましたが、12 月 12 日(月)例会 

  後に年次総会が行われます。ご出席下さいますよう 

  お願い申し上げます 

＜ 副幹事報告 ＞ 
●12 月のロータリーレートは 1 ドル 78 円です 
＜ 委員会報告 ＞ 

●ゴルフ同好会(岩楯委員長)…11 月 18 日第 2580 地 

  区で懇親ゴルフ大会決勝が行われました。団体戦で 

  8 位、個人戦関口会員が 3 位という成績を残せまし 

  た。又 11 月 25 日第 2 回ゴルフ大会を開催致します 

●健康管理委員会(岩倉委員長)…熟睡は健康のもと。 

  睡眠不足の方は主治医までご相談下さい 

●健康管理委員会(宇多副委員長)…目の病気につい 

  て。たまに片方を閉じて見え方により病気が発見出 

  来ます 

●国際奉仕委員会(松井委員長)…①2012 年 5 月 6 日 

  からバンコクで国際大会が開催されます。来週より 

  募集のご案内をさせて頂きます。希望者は松井まで 

  お問い合わせください。②タイ国の水害に対して義 

  援金を募りたいと思います。今週より 3 週に掛けて 

  募りますので宜しくお願い致します。又、この義援 

  金はタイ国プララメスアン RC へ直接お渡しいたし 
  ます 

●親睦活動委員会(山本(昌)委員長)…家族忘年会の参 

  加申し込みが 11 月 30 日となっております。お早 

  めにお願い致します。尚、ディズニーよりバスの手 

  配をしておりますので、申し込みの際に乗車駅を記 

  載して下さい 

＜ 本日の卓話 ＞   

「 当クラブのローターアクトの歴史・地区での活動の現況 」 

当クラブ会員  増田 一美 君 

心の中を見つめよう 博愛を広げるために 

Reach Within to Embrace Humanity 
国際ロータリー会長 カルヤン・バネルジー 

より楽しもう より奉仕しよう 

Enjoy and Serve more 
東京江戸川ロータリークラブ会長 武田英彦 

国際ロータリー第 2580 地区 

東京江戸川ロータリークラブ 
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小松川境川親水公園 
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11 月 4 日（金）成田国際航空を出発し昼に台湾桃園国

際空港へ到着。台北東ＲＣの林さん、会長と計 4 名が

迎えに来てくれた。林さんから全員お土産を頂きまし

た。林さんは私が日本語学校を作った時の何も無い時

に、第１号で申し込んでくれた人です。我々の訪台を

知っていたのは大変嬉しかった。その日の午後は灯楼

を皆で見に行き写真撮影をしました。この灯楼は長い

間のお付き合いから記念に建立した物ですが、地震で

倒れた時は金子栄一さん御夫妻が訪台し、再建が早ま

りました。新しい信頼が深まったと思います。ウエル

カムパーティーは台北東ＲＣの会長主催で、料理も美

味しく最高でした。余興は武田会長が演歌を熱唱。翌

日の日中は台北東ＲＣの皆さんに故宮博物館へ連れて

行って頂き見学しました。竹細工の細かい技術に毎度

の如く驚かされました。夜、48 周年記念例会の本会議

が始まり、武田会長の奥さんは初めてなのに良く頑張

りました。合格!!バンドのカラオケは友好を深めまし

た。黄(Jeff)会長の奥様がお子様を出産したのをお聞き

し、武田会長がサプライズで花束とお子様へ人形・お

菓子を用意し壇上で渡し、会長夫妻はビックリでキョ

トンとしていました。最終日、参加者と北投温泉に行

き温泉につかり、昼には武田会長主催の昼食会が開催

され今回の旅行について和気あいあいと話し合い、良

い雰囲気で 11 月 7 日帰途に就きました。参加者は計

11 名（内女性 5 名）の 3 泊 4 日の旅行でした。 

 追記  一昨年の台北訪問時の話になりますが、梅田さ

んの奥様が台北国賓大飯店での大パーティーで、着物

で踊りをご披露下さいました。また、台北東 RC 担当

委員長の増田も、同じ舞台でウクレレハワイアンを披

露しましたことをご報告させて頂きます。 

（ 増田一美 台北東 RC 担当委員長 記） 
 

        

 

 
 
 

東京東江戸川 RC 嶋村様、岡村様…増田さんの卓話を

聞きに参りました。東京メトロツアーでは大変お世

話になりました。本日は宜しくお願い致します 

増田君…東江戸川 RC 嶋村さん・岡村さん、ローター

頑張れ 

長尾君…増田さん、卓話期待一杯です 

高田君…増田さん、本日の卓話期待しています 

金子(栄)君…宇多さんありがとうございました。新し

い生気感じます 

髙橋君…菅谷さん、メトロツアーご苦労様でした 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

荒井君…地区決勝ゴルフ大会参加の皆さん お世話に

なりました 

関口君…良い事がありました。地区決勝ゴルフ大会 3

位でした 

森田君…地区ゴルフ決勝大会 皆さんご苦労様でした 

岩楯君…11 月 18 日国際ロータリー第 2580 地区懇親

ゴルフ決勝大会 8 人参加、大変ご苦労様でした 

田中(伴)君…良い事がありました。紅葉の富士山を見

てきました 

岡本君…ニコニコご苦労様です 
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今期累計 １,１３０，０００円 
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   財団管理委員会が「アフリカの角」救済基金を承認    

エチオピア、ケニア、ソマリアの一部で発生している人道的危機を受け、ロータリー財団は、これら

の地域における復興プロジェクトを支援するため、ロータリー「アフリカの角」飢餓・難民救済基金

を設立しました。過去 60 年間で最悪となった今回の干ばつは、「アフリカの角」と呼ばれる地域に広

がり、ソマリアの一部で大規模な食糧不足をもたらし、何千人もの人々がエチオピアやケニアに逃れ

ています。干ばつに見舞われた国では、1,000 万人が被災し、そのうち 370 万人が飢餓の危機に直面

しています。  

基金への寄付方法  

「ロータリー『アフリカの角』飢餓・難民救済基金、#G10008」と明記の上、ロータリー財団宛に小

切手をご送付ください。送付先は以下の通りです。ロータリー財団 14280 Collections Center Drive 

Chicago, IL 60693 USA また、RI 日本事務局を通じて寄付することも可能です（寄付方法は、日本事務

局までお問い合わせください）。地区は、地区財団活動資金（DDF）の一部を寄贈することができます。

本基金への寄付は、2012 年 6 月 30 日まで受け付けております。 

 

基金の管理について 

本基金は、「アフリカの角」周辺に拠点を置くロータリアンの委員会が管理することとなります。委

員会は、被災地域のニーズの特定、基金の配分、プロジェクトの監督・報告、資金管理を行います。 こ

の委員会による管理は、2004 年の津波後に設立された「南アジア災害連帯基金」や「ロータリー日本

地震災害復興基金」の管理と類似した方法です。 

認証 

寄付者の認証 

「ロータリー『アフリカの角』飢餓・難民救済基金」への寄付は、ポール・ハリス・フェローおよび

大口寄付者認証の対象となります。 また、本基金への寄付は、クラブや地区の寄付目標に含めること

ができますが、年次プログラム基金の目標額には考慮されませんのでご留意ください。 寄付や認証に

ついてご質問がある場合は、お問い合わせセンターまで E メールまたは電話（+1-866-976-8279）で

ご連絡ください。 

本件に関する詳細は、ジェニファー・コーデルまで E メール(contact.center@rotary.org)または電話

（+1-847-866-3104）でお問い合わせください。  

詳細は↓

http://www.rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/collaborate/Announcements/Pages/110815_announce_hornofa

fricafund.aspx 
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   タイ災害救援・復興基金の設置について    

 

タイで大洪水の被害が発生していることを受け、ロータリー財団は、 ロータリー・タイ災害救援・復

興基金 を設置しました。この基金は、被災地における救援活動や復興活動を支援するものです。 7 月

下旬、東南アジア各国で台風 8 号（ノックテン）が猛威を振るい、タイでは過去 50 年間で最悪の洪水

被害が発生、全 77 県中 63 県が被災しました。既に 500 人以上の死者が出ており、被災者は推定 310

万人以上、被害を受けた農場は約 160 万ヘクタール以上と報告されています。 

 

ご寄付の方法 

オンラインでご寄付いただけます。  

詳細は、公益財団法人ロータリー日本財団  

（E メール： RotaryFoundation.Japan@rotary.org 、電話：03-3903-3192）または日本事務局財団室へご

連絡ください。 本基金へのご寄付は、2012 年 6 月 30 日まで受け付けております。 

 

 

基金の管理について 

基金の管理 

被災地周辺のロータリアンが国際委員会を設置し、基金の管理にあたります。委員会は、被災地のニー

ズ特定、資金の配分、プロジェクトの監督、報告、資金管理にあたります。 これまでに、ロータリー

東日本震災復興基金、ロータリー「アフリカの角」飢餓・難民救済基金において、同様のアプローチが

取られました。 国際財団活動資金（WF）によるマッチング・グラントとグローバル補助金も引き続き、

タイの被災地支援のためにご活用いただけます。マッチング・グラントの申請については、援助国側提

唱者による最低 50 パーセントの寄付という要件を満たす必要はありませんが、そのほかの要件はすべ

て適用されます。  

 

 

寄付者の認証 

寄付者の認証 

ロータリー・タイ災害救援・復興基金へのご寄付は ポール・ハリス・フェロー認証 の対象となりませ

んが、大口寄付者認証の対象となります。 ご寄付や認証に関するご質問は、 日本事務局財団室 まで

お問い合わせください。 

詳細は↓

http://www.rotary.org/ja/ServiceAndFellowship/collaborate/Announcements/Pages/111111_annc_thailand_flo

od.aspx 

 

2012 年 RI バンコク国際大会について 

2012 年 RI バンコク国際大会について 

南アジア諸国では、大雨の後に洪水が発生することがあります。現時点では、 国際大会への旅行、会

場、プログラムへの影響はないものと予想されています。バンコクの洪水被害状況については、 Thailand 

Tourism Update （英語）または タイ政府観光庁のウェブサイト で情報をご確認ください。  

 


