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お礼（東京中央RC 太田嘉正奉仕プロジェクト委員長）
　3月27日（火）の地区奉仕の集いに貴クラブから13名にのぼる参
加をいただき、おかげさまで「集い」も大いに盛り上がりました。
当初総数で200名を超えないかと思っていましたが、最終的には二百
数十名の大盛況となりました。大変ありがとうございました。

卓話「よく分かるロータリー財団」
	 地区ロータリー財団委員会資金推進委員長	 	
　　　　　　　　　　　　　　尾関　勇　様

・私は2013年に21名の仲間を集めて全員非ロータリアン
から親クラブなしで「東京愛宕RC」を設立し、初代会
長に就任しました。例会場は東京アメリカンクラブと交
渉し、同クラブ初のRCとなりました。

・財団の設立
　　2017年はロータリー財団の設立100周年となり、アトランタ国際大会で盛
大に財団生誕地での祝賀会が開催されました。1917年ジョージア州アトラン
タ国際大会で、RI会長アーチ・クランフが「世界でよいことをするため」の
基金の設立を提案し、カンザスシティRC（ミズーリ州）から世界初の
26$50¢の寄付がなされました。そのすぐ後、1920年、日本最初のRCとし
て東京RCが誕生し、1923年（大正12年）関東大震災に際しては、国際
RIの2万5千$など、各RCから合計8万9千$の多額の見舞金が寄せられ、
一躍世に「RC」の存在が広まりました。その後、1928年に「ロータリー財団」
と名付けられ、国際RIとは別の組織である財団法人としてイリノイ州に本拠
地を置き、現在に至っています。

・財団の運営
　　財団に寄せられた寄付金は、積立てされ、各年度の寄付は3年間運営され、
3年後の運用益が補助金と財団運営資金となり、補助金としては各クラブの
奉仕活動を支援するために使われます。補助金は、地区補助金（DDF）と
グローバル補助金（WF）に50%ずつ分けられ、地区補助金は各地区の財
団委員会が管理して地区の比較的小規模・短期の奉仕活動の支援に充てら
れ、グローバル補助金は国際RI財団委員会が管理して、各クラブがウェブ
サイトの「My	Rotary」から補助金センター宛オンライン申請をし、ロータリー
の6つの重点分野（平和・疫病・水・母子・教育・経済発展）に該当する持
続的国際的な大規模奉仕プロジェクトの支援に充てられています。

・賞と認証
　　1957年、寄付を促進するために、「ポールハリスフェロー賞」を創設し、
さらに「ベネファクター」「メジャードナー」「アーチクランフ　ソサエティ」な
どの認証を開始しました。これにより、寄付の恒常化・安定化が促進され、
現在、世界の奉仕団体の中でも抜群の寄付と支援の実績を有しています。

・財団に対する寄付
　　ロータリアンは以下の3つの寄付を期待されています。
　①　年次基金（毎年受付　1人150$）
　　	　財団の活動と補助金の資金源となるもので、寄付の年の3年後まで運
用され、3年後に補助金に使われています。

　②　恒久基金（1人99$）
　　	　財団の継続的な活動を支えるため、3年間運用され、その運用益のみ
が補助金として使用されます。

　③　ポリオプラス基金など特定プロジェクト基金
　　	　ポリオ撲滅の目標など各プロジェクトの目標達成を支援するための補助
金として使用されています。

・グローバル補助金
　　インドにおける生ワクチン接種や車いす贈与支援、水浄化プロジェクトな
どに数百万円単位の補助金が出ています。海外のRIと組んで、プロジェク
トを進めて下さい。東京愛宕RCではアメリカのRIと組んでマイノリティの
心のケアをするプロジェクトでグローバル補助金を受けています。

・地区補助金
　　補助金の申請は、毎年4月1日に応募がスタートし6月1日に締められますが、
去年も4月20日までに60プランの支援が決定され、予定の6万2千$を使
い切ってしまいました。早期の申請の準備をお願いしているところです。

・遺贈による寄付受入れ
　　最近はロータリアンから遺言で遺産をロータリー財団に遺贈していただく
ことも多くなりました。財団には遺贈友の会があり、各種の手続の啓蒙と普
及を図っておりますので、ご連絡をお待ちしております。

（当クラブの実情報告、石原忠始会長代行）
　　当クラブも2016年3月ケニア水プロジェクトの水探査機贈与プロジェクト
で4000$の地区補助金を申請して、2017年にイタリアから水探査機を購入し
ましたが、同年はケニアの大統領選挙を巡る大騒動と再選挙などのため一旦
日本国内に機器を保管していましたが、2018年に入り騒動がやっと収まった
ので、ケニアRCの協力を得て荷受をお願いしケニアへ輸出する手配をし、
内蔵バッテリーの危険物申請その他の手続をすすめていますので、現在成
田空港の税関で荷物が保留されており、追ってこの水探査機を本年中にケニ
アへ送り込んでなんとか据え付け引渡完了となるまで実に3年越しの大プロ
ジェクトになりそうです。先行プロジェクトが完了するまで新規プロジェクト
の申請はできませんので次年度は補助金の申請は保留とせざるをえず誠に
残念でした。	 （要約文責　宮下）

理事会だより
本日の議題

・	台湾地震義捐金拠出：本日例会場にBOXを廻し、クラブの予算を
加え合計10万円寄付とする。

・	アニメ上映会活動内容了承：5月13日（日）育成園にて午前10時
から午後4時予定。協力会員を募る。

・	来期人事の変動報告（椎野登貴子会長エレクト）
・	HP改善とスマホアプリの活用の提案（大澤すずみ会員）：検討を継続
・	月次会計報告（2月、3月）

会長報告（代理：石原忠始副会長）
・	秋葉会長が体調不良で欠席のため、私が点鐘を含め会長の代行を
委嘱されました。
　	　本日理事会で了承され、台湾地震（2018年2月6日、マグニチュー
ド6.0、死者17名）への義捐金を地区を通じて拠出することになり、
本日BOXを例会場に廻し、クラブ資金を加え合計10万円を寄付す
ることになりましたのでよろしくお願いいたします（例会終了時
報告：BOX4万円クラブ資金6万円の合計10万円寄付）。

アニメ上映会協力依頼（福元智子奉仕プロジェクト委員長）
　5月13日（日）育成園にて恒例のアニメ上映会（ラスカル着ぐるみ、
ペネロペのゆうびんやさん、ちびまる子ちゃんなど）を挙行いたし
ます。協力者が現在7名確定していますが、アテレコや着ぐるみなど
に若手の人手が必要なのでご協力をお願い致します。

ギリギリガールズ活動報告（大盛敬子組織委員長）
　5月9日（水）、地区京浜グループの各クラブが集まるインターミー
ティング懇親会（大田区産業プラザ）の冒頭に当クラブの「ギリギ
リガールズのダンス活動を」との要請があり、会員の皆様のご協力を
得て参加することとなりましたので、是非ご参加をお願い致します。

観劇同好会お知らせ（曽根章乃会員）
　5月12日（土）午前公演團菊祭五月大歌舞伎の切符が取れました。
なかなか入手できないものなので、ご興味のある方は事務局にパン
フレットを置きましたので、お申込みよろしくお願い致します。

4月のハッピーバースデイ
　	黒岩友美会員（22日生れ）、 	 	
小池富美子会員（30日生れ）、 	 	
小沼百合子会員（4日生れ）

にこにこ合計12,000円 /今期累計713,180円

太
（ 東 京 中 央 R C ）

田 嘉 正 様	 奉仕のつどいに多数の会員様が参加して頂きまして
ありがとうございます。

大 盛 敬 子 会 員	 先月、お誕生日のケーキ有難うございました。おいし
かったです。

曽 根 章 乃 会 員	 ロータリー財団資金推進委員長の尾関さま、本日は
おいで下さりありがとうございます。5月休会の佐藤さ
ん、本日は楽しんで下さいますようニコニコします。

辻 喜 代 子 会 員	 今の時期、孫達の卒業、入学と大忙しです。
福 元 智 子 会 員	 先日入院した際、会からお花を頂きました。ありがとうご

ざいました。気持ちばかりですが、井関会員のドーナツ
を差し入れさせていただきますので、ご賞味下さい。

丸山冨美江会員	 6人目の孫が今日入社式です。これで6人の孫が全
員社会人になりました。感謝です。

イニシエーションスピーチ

出席率70.91% （出席者30名＋メーキャップ9名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第697回  2018年4月2日（月）

本日の例会  第700回  2018年4月23日（月）



宮下文夫・小堀　彰・落合守征・左明貴子 
上田美帆・吉田しおり・小磯優子・野村順子

クラブ週報
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移動例会報告  第698回  2018年4月8日（日）・9日（月）

【移動例会】（大盛敬子会員組織委員長）
　「去る、4月8日（日）～4月9日（月）　親睦旅行先は東京～八ヶ岳方面、参加
者は14名、豪華サロン大型バス一泊旅行。日程は1日目…帝国ホテル東京～
昼食はイタリアン「マジヨラム」～シルクロード美術館～サントリー白州での
ウイスキー試飲・ショップ～星野八ヶ岳リゾナーレ宿泊、宴会個室「オットセッ
ト」で豪華コース。2日目…ホテル～道の駅こぶちざわ～宝石庭園～昼食は
お蕎麦「右楽」～帝国ホテル東京にて解散。旅行当日はお天気に恵まれ、
誰一人、遅れた方はおらず、日ごろの結束の強さの表れかと思っております。
最後解散するまで一人として怪我もトラブルも体調不良も無く、日程を滞りな
く進めることが出来ました。
　1日目の平山郁夫シルクロード美術館では限られた時間ではありましたが、
館長様直々に、有名な絵画・彫刻と日本の文化、仏教伝来の数々の作品を詳
しく説明いただき鑑賞することができました。サントリー白州のウイスキー試
飲（有料）特に白州25年の香味を楽しんでまいりました。星野リゾナーレで
の夕食宴会はプライベートルームでしたので、周りを気にすることなく、和気
藹 と々美味しいイタリア料理、ワインを戴きながら時間を忘れるくらいに楽し
い一時を過ごすことができました。
　2日目も良いお天気で、美味しい水・清 し々い空気・八ヶ岳の峰 も々くっきり
見えて、何と富士山まで素晴らしい景色に感動いたしました。周辺道路の車は
数える程度のすれ違いで、大型観光バスは、ゆっくりと走りながら、日本の素
晴らしい景色で身も心も洗われ、桜の花は満開を待つばかりの五分咲きで綺麗
でした。多忙な日常を忘れさせていただき感激の連続でした。帰路に着く前
の昼食場所は何処にお蕎麦屋さんが有るのだろうと思うくらい狭い奥まった、
気持ちの良い道を暫く歩いた途端、「右楽」という建物が見え、とてもお洒落
なお店に辿り着きました。店主のこだわりお蕎麦料理を戴きながら笛吹市を眼
下に見下ろす眺望は更なる感動で旅を締めくくるには最適の場所となりました。
無事に一泊の親睦旅行を遂行することができましたことに参加者の皆様に感
謝申し上げると共に、旅行担当として大変な喜びを感じております。
　旅行費用は6万円でした（大型バスと運転手代・星野宿泊代・宴会食事飲
み放題・拝観料等3ヵ所・昼食代と飲み物2回）。」

卓話「昭和・平成の外交裏ばなし」
	 元駐米日本大使　　柳井　俊二　様

・41年間外務省に外交官として勤め、2002年に退官し、
大学教授や企業の社外取締役、国際海洋法裁判所所
長等を務めています。

・外務省で関与した一番大きな仕事は「沖縄返還」で
した。1971年の沖縄返還協定調印式典には愛知揆一
外務大臣、佐藤栄作総理を補助する職員として式典に参加し、写真にも
写っております。沖縄返還は戦争でとられた領土が平和的に戻されたも
ので、日米間でも重要な出来事でした。返還協定は東京とワシントンを
衛星で結んで同時に調印した点でも画期的で、条文にも場所として「東
京&ワシントンで署名」と明記されています。

・沖縄返還に当たって、日本側は今中国と大問題になっている尖閣諸島も
アメリカが施政権を返還する地域に含まれることを返還協定に明記する
ように重ねて申入れていましたが、アメリカは当時中国と秘密裏に国交
を回復しようとキッシンジャーが訪問交渉を続けるなどしていて中国へ
の遠慮があるようでなかなか言質を与えてくれませんでした。尖閣諸島
は1970年代あたりから油がありそうだとして中国も領有を主張し始めて
おり、アメリカも中国を刺激したくなかったようです。結局アメリカは

固有名詞としての「尖閣」を協定に入れることには同意しませんでしたが、
返還の範囲を緯度と経度で特定してその中に尖閣を含めるという形で妥
協したのでした。

・1974年に私がインドネシア領事館に赴任していたとき、「ジャカルタ暴動」
が発生し、マスコミは「反日暴動」として大騒ぎしましたが、あれは「反日」
ではなく「反華僑」でした。トヨタがたまたま華僑資本と組んで車を販売
していたのでトヨタ販社も焼打ちに会ったのです。

・1981年デンマークのマルグレーテⅡ世女王が夫君と来日し、天皇陛下の
晩餐会に出席した際、私がフランス語で通訳いたしましたが、陛下が「世
界のリーダーが皆あなたのような聡明な女性になれば世界はもっともっ
と平和になるでしょうね」と述べたところ、女王陛下は「とんでもあり
ません。女の喧嘩の方がひどいものですよ」と仰り、大笑いになりました。

・クリントン大統領夫妻と駐米大使時代に夫妻で記念写真を撮って頂きま
したので、写真にそれぞれビルとヒラリーという署名をいただこうと手
配したところ、最初にお願いしたヒラリーさんが2人分の余白に1人で署
名して終わりになってしまいました。

・田中真紀子外務大臣はとんでもない大臣で、当時の「人事課長はけしか
らんからクビだ」と騒ぎ、女性職員を大臣室に呼び込んで閉じ込めて辞
職の辞令を作らせようとして断る女性職員が泣き叫んで大騒ぎとなる事
件を起こしています。又、別の日に省内で指輪を失くし、秘書に「買っ
てくるように」指示し、秘書が「どのようなものにしますか」と質問し
たところ「自分の頭で考えろ」と怒鳴ったというのも有名な話です。

・「Show	the	FLAG」　2001年9月11日の同時多発テロ事件の対応について、
私がアーミテージ国務副長官と会談した際、彼が「Show	the	FLAG」と
の表現で共闘を求めたとマスコミで広く報道されていますが、事実では
ありません。湾岸戦争時（父ブッシュ時代）に日本は130億ドルの戦費
を負担したのに人的貢献（戦力）をしなかったことで国際社会から批判
を受けていたので、私の方から「今回は何かをすべきだと思います」と
述べたところ、アーミテージが「そうしてくれればとても有難い」と答
えたというのが真相です。皆さんは、マスコミの報道は少し眉唾で聞く
ようにして下さい。

・私の退官後のことですが、2006年小泉総理がブッシュ米大統領を訪問し
た際の会談に、突然映画「真昼の決斗」（ゲーリー・クーパー、グレース・
ケリー主演）を見たか、と問い、ブッシュが「見てない」と答えると延々
とストーリーを説明しブッシュに喜ばれていたそうです。これは当時小
泉首相が日本で郵政民営化を押し進めて自民党内からも強い反対があっ
たので、「一人になっても戦う」というメッセージだったのだろうと思い
ます。その後小泉総理の2度目に訪米のときは、ブッシュ大統領は会う
や「ハーイ　クーパー」と呼び掛け、「真昼の決斗」の大ポスターをお土
産としてくれたとのことでした。	 （要約文責宮下）

にこにこ合計33,000円 /今期累計746,180円

野呂洋子会長代行	 親睦旅行とても楽しかったです。おとといは日本橋ロー
タリークラブの皆様と21㎞歩きました。今晩は白坂あき
さんがNHKのプロフェッショナルズに出演します。

坂口美代子名誉会員	 創立15年お目出度うございました。創立時のメンバー、
旺盛な設立意欲をほめられて、うれしいことでしょうね。
おめでとうございます。宮古島RCの会長とバナー交
換してきました。東京中央新クラブの皆様にどうぞよろ
しくお伝え下さい。御幸運を祈ります。

岡 田 敏 江 会 員	 今日は坂口初代会長がご出席なのでうれしくてニコニ
コします。

かづきれいこ会員	 先週水曜日丸の内でころび大変でした。次の日に福
岡なので…・。足がもつれない様に体そう始めます!

小池富美子会員	 本日の卓話者の柳井様、ようこそおいで下さいました。
嬉しくこの日を待ち望んでおりました。先週の親睦旅行
とても楽しく久し振りに大笑い致しました。関係者の大
盛様富田様本当にありがとうございました。

後 藤 啓 二 会 員	 いつもありがとうございます。
清 水 み ほ 会 員	 先週、全高18m鎌倉大仏越え、イケメン大仏としてメ

ディアに取り上げられた鹿野（ろくや）大仏。父の会社
で設計施工させて頂き、私も工程の話を聞かされてい
たので大変嬉しく思っています。機会がございました
らご拝観下さい。

白 水 真 子 会 員	 先日ホームコンサートで歌をうたいました。文字通り清
水の舞台から飛び降りました。緊張で上手くはうたえ
ませんでしたが、大きな第一歩となりました。

辻 喜 代 子 会 員	 今年もツバメが店にきてくれて最高にうれしいです。
丸山冨美江会員	 お陰様で親睦旅行に行く事が出来ました。皆様のお

気遣い有難うございました。大盛様ご苦労様でした。

米山功労賞授与（小池富美子会員）
　第4回の米山功労者マルチプル表彰感謝状が小池富美子会員に授与
されました。

出席率70.91% （出席者23名＋メーキャップ16名／正会員58名-休会3名）

例会報告  第699回  2018年4月16日（月）

バナー交換報告（野呂洋子会長代行）
・	坂口美代子名誉会員ご夫妻が先頃宮古島へ遊行され、宮古島RCと
バナー交換をしていただきました。大変ありがとうございます。

（坂口美代子名誉会員挨拶）
・	先日宮古島へ遊行したところ、中央RC鳥井様の
ご紹介があり、宮古島RCにメーキャップ致しま
した。風光明媚でとても温かい雰囲気でした。

幹事報告（富田洋平幹事）
・本日配布物は4月理事会の議事録です。
・	銀座新RCの30周年記念講演についてご案内
が来ております。5月18日（金）の午後1時30分から、アフガニ
スタンで水と衛生について地道な活動をされている中村哲医師の
「アフガニスタンに生命の水を」との講演です。参加費2,000円で
すが、砂漠の地を緑に変え作物の実る大地に改造してきた貴重な
お話となりますので、是非ご参加下さい。


