
　今月は札幌で大切な面接があるし、期末試験
の勉強も大変になっております。でも皆さんのお
陰で、毎日凄く勉強しておりますし、日本の為に頑張っています。

◎ロータリー財団月間です。本日、鈴木委員長、
酒井委員長そして石黒直前ガバナー、宜しく
お願いします。 福島佳之君
◎皆様、腰には気を付けましょう。 阿部充宏君
◎結婚記念のお祝い、ありがとうございました。 大木勝浩君
◎11月26日、猪苗代湖水草清掃、保土ヶ谷さん25名と共に参加
します。10時天神浜集合です。皆さん、お時間がある方、参加
宜しくお願いします。 初瀬照夫君、高橋孝行君
◎寒くなって参りました。皆様、腰にはお気を付け下さい。
 前田泰彦君
◎宜しくお願いします。 大山勇起君

　皆さん、こんにちは。本日、役員理事会が開催
されました。新入会員承認の件ですが、オリックス
㈱の鈴木淳さんを推薦を頂きました。よろしいでし
ょうか。今月は各委員会の方々そして親睦活動も含めてですが、
コロナがちょっと明け始まったということで、毎週のごとく色んな事
業が入っています。活発になって非常に嬉しいなと思います。遠
藤安一郎さんの卓話集の中でこんな言葉がありました。「エジプト
のとある王様が亡くなって、王子様が王を築くときに、良い政治を
しようと思って歴史を勉強せんと駄目だということで、学者を集め
て歴史を勉強するから書物を文献を書いてくれという話をしたそう
です。10年後にラクダ１頭分の書物に編纂して持ってきたそうで
す。それでももう読めないから何とかしろということで、最後に持っ
てきたのはたった１文。『人間は生まれ、そして人間は死ぬ』この１
文だけだった」。それをもって遠藤安一郎さんは「原点に返れ」と
いうことなんだなというお話で卓話は締められておりました。訳の
分からん世の中になってきてますが、原点に立ち返るのが一番重
要だなと思った次第です。

会長挨拶 福島佳之 会長
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　ロータリーレートは11月から１ドル114円に変更
となります。宜しくお願い致します。

幹事報告 阿部充宏 幹事

奨学金贈呈
ゴンザレス・マルチン・エドアルド君 プログラム委員会報告・紹介

　12月は疾病予防と治療月間で、２日は東北ア
フルレッサの工場の説明を頂きます。９日は星北
斗さんにコロナの現状をお話を頂く予定です。16日はクリスマス家
族会、23日は年次総会です。本日のプログラムは、ロータリー財団
委員会の鈴木委員長、酒井副委員長、そして石黒パストガバナ
ーに卓話をお願いしたいと思います。

山口松之進 委員長

ニコニコＢＯＸ委員会報告
宮川雄次 委員長

親睦活動委員会報告
二瓶健一 委員長

　3日／佐藤　聡君
　4日／横山　大君 　7日／石黒秀司君
15日／鈴木孝雄君、関根　信君
24日／鈴木則雄君 27日／鈴木淳策君
30日／大野勝久君

11月誕生日祝い

　3日／新城義雄君、鈴木孝雄君、大木勝浩君
　4日／平栗俊昭君
12日／本名善兵衛君、宗像　剛君
14日／根本鎮郎君（金婚）
15日／関根　信君 19日／有馬賢一君
23日／池田達哉君、宮川卓也君

11月結婚記念日祝い

会員卓話

総員／97名　出席／57名　欠席／40名
出席率／58.76％　前回修正率／100％
他クラブ出席／1名

出席報告 佐藤　聡 委員長

日本銀行福島支店
　　　　　支店長　植田リサ氏

次 回 第13回例会
令和3年11月18日㈭

ゲスト卓話

国歌斉唱「君が代」
ロータリーソング斉唱「奉仕の理想」
ロータリーの目的　四つのテスト唱和

高橋裕一 君ロータリー情報委員長

　11月23日に郡山RC麻雀大会の開催を予定させて頂きます。ク
リスマス家族会を12月16日、ビューホテルアネックスで６時から予
定しておりますので、皆様からの豪華景品のご協賛をお待ちして
おります。詳細は追って連絡致します。

鈴木ロータリー財団委員長／今月はロータリー
財団月間でありまして、プログラム委員長から依頼
を頂きましたが、不正確な情報では申し訳ないとい
うことで、ガバナーを務められました石黒さんに色々
お話をして頂こうと思います。
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㈱オートデンソーマルヤマ
代表取締役 丸　山　　弘

☎ 945‒5388　　945‒5398
〒963‒8026  郡山市並木 1‒1‒11

八光建設㈱
代表取締役社長 宗　像　　剛

☎ 922‒8553　　939‒1052

「ロータリー財団を学ぼう！」
石黒パストガバナーと鈴木ロータリー財団委員長・酒井副委員長との
質疑応答形式での「ロータリー財団」について学ぶ卓話

酒井副委員長／私自身ロータリー財団に関わったのが今回初で
すので、何も分からない状況ですので、面白い回答ができればなと
思っておりますので、宜しくお願い致します。
石黒パストガバナー／ロータリー財団のサブメンバーみたいな形
で今年も禎夫さんからお声がけを頂いて、分からないながらも広く浅
くかじったということで、簡単に解説をさせて頂きたいと思ってます。
鈴木／ロータリー財団は募金を募るということなんですが、そのお
金がどんな風に使われているかというのを知らないと、なかなか出
す気にもならないですよね。使える財団、使おう財団ということで、石
黒パストガバナーに答えて頂くということで進めたいと思います。
酒井／財団ってついているんで、日本人に馴染みがある財団法人
なのかなというところと、私ふるさと納税をしてるんですけど、寄付し
てしまうとそれとバッティングして控除されなくなっちゃうんじゃないか
なと心配しております。
石黒／ロータリー財団とお聞きになってどんなイメージをお持ちにな
りますか？今の酒井副委員長のように、さすが郡山RCですよね。高
尚な答えなんて出ないんですよ。ほとんどが寄付とか、分りにくいと
か、面倒くさいとか分からないとかというような、そんな答えなんです
ね。当然寄付は発生しますが、寄付の前に使うことを先に考えましょ
うよというのが先かなと私は思っておりました。
鈴木／福島会長、そのふるさと納税との関係を。
福島／一般の寄付金控除というのは国税だけの分ですが、ふる
さと納税の方は地方税の控除もあるので併せてやっても全然OK
です。
石黒／代表的なということになるとポリオプラス。今地区の方でもお
一方30ドルを目標に集めましょうよという形で進めております。ポリオ
プラスというのが代表的なプログラムです。なんでプラスって付いて
るの？ということなんですよね。分かりますか？
酒井／ポリオ以外にもあるという意味ですよね。病気が。
石黒／なるほど。関根さん、いかがですか？
関根／回数。
石黒／当たってるような、外れてるようなですね。実はポリオというの
は小児麻痺ですよね。ポリオ根絶の動きというのは、最近ではアフガ
ニスタン・パキスタンということで浄財国が、イメージとしては非常に
政治的に難しいとか戦乱の地みたいな状況があると思うんです
が、ワクチンを現地まで運ぶためのインフラの整備とか、冷蔵施設と
か、そういったものも必要になって来てるということで、ワクチン投与
に関わる部分の外枠の部分の経費も必要になってくるということで
プラスという言葉を使っているようでございます。
酒井／「ロータリーは機会の扉を開く」という去年の標語は分かる
んですけど、それ以外は分かりません。
石黒／関根さん、どうですか？素晴らしいですね。「世界で良いこと

をしよう」というのが標語でありまして、ロータリーの父がポール・ハリ
スならば、ロータリー財団の父はアーチ・クラフと言われておりますの
で、アメリカ人でありますから決して日本語で言わず「Doing in the 
world」という標語があるようです。ですので、ロータリー財団の諸々
の補助金を活用されながら地域社会で、または全世界・グローバル
な状況の中で良いことをしていこうというような、そんな事業の為の
お金を使って下さいという部分なのかなと思っております。
鈴木／それではロータリー財団の使命はなんでしょう。
石黒／これは国際ロータリーの使命と財団の使命というのは、本当
に似ている文書でありまして、私もよく説明できません。色々な文献を
見てみますと、様々なプロジェクトを企画運営するのは国際ロータリ
ーならば、そのプロジェクトの具体的活動をしているのがロータリー
財団。そのような話ですので、ですからロータリー財団はロータリー
の使命を達成する為の手段だと、そんな風に認識されてよろしいの
かなと思います。
鈴木／その様々な使命を達成する為に、具体的に行う補助金のモ
デルというのがあるとお聞きしておりますが、これは石黒パストガバナ
ーに質問です。
石黒／これは米山記念奨学会とごっちゃになっている方がお出で
になって、ロータリー財団の寄付は何ですか？と聞いた時に、普通寄
付金という方がお出でになるんですね。特別寄付とか。ロータリー財
団の場合は年次寄付と恒久基金と指定寄付という形で分れており
ます。年次寄付というのが３年後のロータリー財団の活動資金にな
る部分で、とりあえず３年間は運用します。運用した益金が事務局
等の運営経費に充てられるので、３年間活用する状況です。
鈴木／年次寄付というのが、皆さんから150ドル頂きます。あれがど
うも年次寄付だと。恒久基金というのが別にあるんですが、恒久基
金にと言って寄付するものなんですか？
石黒／皆さん認証プログラムとして、1000ドル寄付するとポール・ハ
リスフェローになるじゃないですか。２回目はマルチプルということで
プラス１ということになるんですけど、恒久基金の場合はベネファクタ
ーですので、死んだ後もその元金はその基金の中に積み立てられ
ていると。益金だけは毎年毎年1/4の中の一部ということで、使わ
れるということなのです。地区では今１人当たり平均30ドルをという
ことで目標にやっております。それに対してビル・ゲイツ財団が同額
の寄付を上乗せして、ポリオ根絶の為の動きをしているということに
なります。
鈴木／ありがとうございました。石黒さんにおんぶに抱っこの卓話で
したので、盛大な拍手をお願い致します。
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なのかなというところと、私ふるさと納税をしてるんですけど、寄付し
てしまうとそれとバッティングして控除されなくなっちゃうんじゃないか
なと心配しております。
石黒／ロータリー財団とお聞きになってどんなイメージをお持ちにな
りますか？今の酒井副委員長のように、さすが郡山RCですよね。高
尚な答えなんて出ないんですよ。ほとんどが寄付とか、分りにくいと
か、面倒くさいとか分からないとかというような、そんな答えなんです
ね。当然寄付は発生しますが、寄付の前に使うことを先に考えましょ
うよというのが先かなと私は思っておりました。
鈴木／福島会長、そのふるさと納税との関係を。
福島／一般の寄付金控除というのは国税だけの分ですが、ふる
さと納税の方は地方税の控除もあるので併せてやっても全然OK
です。
石黒／代表的なということになるとポリオプラス。今地区の方でもお
一方30ドルを目標に集めましょうよという形で進めております。ポリオ
プラスというのが代表的なプログラムです。なんでプラスって付いて
るの？ということなんですよね。分かりますか？
酒井／ポリオ以外にもあるという意味ですよね。病気が。
石黒／なるほど。関根さん、いかがですか？
関根／回数。
石黒／当たってるような、外れてるようなですね。実はポリオというの
は小児麻痺ですよね。ポリオ根絶の動きというのは、最近ではアフガ
ニスタン・パキスタンということで浄財国が、イメージとしては非常に
政治的に難しいとか戦乱の地みたいな状況があると思うんです
が、ワクチンを現地まで運ぶためのインフラの整備とか、冷蔵施設と
か、そういったものも必要になって来てるということで、ワクチン投与
に関わる部分の外枠の部分の経費も必要になってくるということで
プラスという言葉を使っているようでございます。
酒井／「ロータリーは機会の扉を開く」という去年の標語は分かる
んですけど、それ以外は分かりません。
石黒／関根さん、どうですか？素晴らしいですね。「世界で良いこと

をしよう」というのが標語でありまして、ロータリーの父がポール・ハリ
スならば、ロータリー財団の父はアーチ・クラフと言われておりますの
で、アメリカ人でありますから決して日本語で言わず「Doing in the 
world」という標語があるようです。ですので、ロータリー財団の諸々
の補助金を活用されながら地域社会で、または全世界・グローバル
な状況の中で良いことをしていこうというような、そんな事業の為の
お金を使って下さいという部分なのかなと思っております。
鈴木／それではロータリー財団の使命はなんでしょう。
石黒／これは国際ロータリーの使命と財団の使命というのは、本当
に似ている文書でありまして、私もよく説明できません。色々な文献を
見てみますと、様々なプロジェクトを企画運営するのは国際ロータリ
ーならば、そのプロジェクトの具体的活動をしているのがロータリー
財団。そのような話ですので、ですからロータリー財団はロータリー
の使命を達成する為の手段だと、そんな風に認識されてよろしいの
かなと思います。
鈴木／その様々な使命を達成する為に、具体的に行う補助金のモ
デルというのがあるとお聞きしておりますが、これは石黒パストガバナ
ーに質問です。
石黒／これは米山記念奨学会とごっちゃになっている方がお出で
になって、ロータリー財団の寄付は何ですか？と聞いた時に、普通寄
付金という方がお出でになるんですね。特別寄付とか。ロータリー財
団の場合は年次寄付と恒久基金と指定寄付という形で分れており
ます。年次寄付というのが３年後のロータリー財団の活動資金にな
る部分で、とりあえず３年間は運用します。運用した益金が事務局
等の運営経費に充てられるので、３年間活用する状況です。
鈴木／年次寄付というのが、皆さんから150ドル頂きます。あれがど
うも年次寄付だと。恒久基金というのが別にあるんですが、恒久基
金にと言って寄付するものなんですか？
石黒／皆さん認証プログラムとして、1000ドル寄付するとポール・ハ
リスフェローになるじゃないですか。２回目はマルチプルということで
プラス１ということになるんですけど、恒久基金の場合はベネファクタ
ーですので、死んだ後もその元金はその基金の中に積み立てられ
ていると。益金だけは毎年毎年1/4の中の一部ということで、使わ
れるということなのです。地区では今１人当たり平均30ドルをという
ことで目標にやっております。それに対してビル・ゲイツ財団が同額
の寄付を上乗せして、ポリオ根絶の為の動きをしているということに
なります。
鈴木／ありがとうございました。石黒さんにおんぶに抱っこの卓話で
したので、盛大な拍手をお願い致します。


