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2014～2015 年度 

国際ロータリーテーマ ロータリーに輝きを 

国際ロータリー会長    ゲイリー C.K. ホァン 

 

第 2790 地区ガバナー  宇 佐 見 透 

第 6分区ガバナー補佐  諏 訪 武 士 

東金ロータリークラブ会長 髙 橋 邦 夫 

〃      幹事 小久保 良 行 

〃   広報委員長 岡 本 秀 男 

 

 

東金ロータリークラブ 概要 

Togane RC Information 
創  立 1959 年 9 月 15 日 

ＲＩ承認 1959 年 10 月 17 日 

例会日  火曜日 12:30～13:30 

例会場  東金商工会館４階 

Makeup fee \2,000 

Web： http://www.togane-rc.jp/ 

事務所 〒283-0068 

千葉県東金市東岩崎 1-5 

東金商工会議所内 

TEL 0475-52-1101(代) 

FAX 0475-52-1105 

E-mail: info@togane-rc.jp 

第 56 巻第 13 号 通巻第 2664 号 
第 2664 回 例会 

ガバナー公式訪問 

東金ビューRC 合同例会 

２０１４年（平成 26 年）10 月 2 日 

12:30～13:30 東金商工会館４階例会場 

∽∽∽ Program ∽∽∽ 

開会宣言・点鐘 

国歌斉唱 

ロータリー・ソング 

四つのテスト唱和 

お客様紹介 

食事 

会長挨拶 

 

幹事報告 

 

委員会報告 

卓話 

ニコニコＢＯＸ発表 

出席報告 

閉会宣言と点鐘 

会長 

君が代 

「奉仕の理想」 

幹事 

親睦委員会 

和食かしま 

髙橋邦夫会長 

安藤泰健 東金ビューRC会長 

小久保良行幹事 

前嶋康夫東金ビューRC 幹事 

 

宇佐見透ガバナー 

親睦委員会 

 

安藤泰健 東金ビューRC会長 

 

クラブ協議会 

開会のことば 

会長挨拶 

 

ガバナー挨拶 

ガバナー補佐挨拶 

会務報告 

 

ガバナー講評 

ロータリー・ソング 

閉会のことば 

 

小久保良行幹事 

髙橋邦夫会長 

安藤泰健 東金ビューRC会長 

宇佐見透ガバナー 

諏訪武士ガバナー補佐 

東金 RC 

東金ビューRC 

宇佐見透ガバナー 

「手に手つないで」 

前嶋康夫 東金ビューRC幹事 



======================Togane Rotary Club  2014-15 ===================== 

Page 2 

◆会長挨拶 
高橋 邦夫 会長 

 

＜ロータリー・ソング＞ 

日本最初のロータリークラブは 1920 年創立の東

京ロータリークラブですが、当初のロータリー・ソン

グは英語のままで歌ったそうです。日本語のロータ

リー・ソングを作ることが決まったのは、1930 年に神

戸で開かれた年次大会で、ガバナーは米山梅吉

でした。1935 年の京都での年次大会で４つのロー

タリー・ソングの入選発表が行われました。その中

の２曲が「奉仕の理想」作詞 前田和一郎（京都Ｒ

Ｃ）・作曲 萩原 英一（東京ＲＣ）、「我等の生業」

作詞 高野 辰之（東京音楽学校教授）・作曲 岡

野 貞一（東京音楽学校講師）です。発表会場は

京都祇園の歌舞練場でした。 

1952 年 4 月 25 日、大阪での年次大会で関西交

響楽団により新しいロータリー・ソングの発表が行

われ「手に手つないで」作詞作曲 矢野一郎（東京

ＲＣ）が披露されました。その年の 7 月から日本のロ

ータリークラブが 2 つの地区に分割される、その直

前の時期で、これからも友情を確かめ合い、手に

手つないでいこう、と誓い合った歌です。矢野一郎

は、1953 年に「それでこそロータリー」を発表しまし

た。なお「手に手つないで」を歌うときに会員同士

が円陣を作って手をつなぐことは、1953 年の年次

大会のカクテルパーティの時に、大会ＳＡＡの小曽

根真造氏の機転によるものでした。 

 

 

 

◆幹事報告 

並木 孝治 副幹事 

 銚子ロータリークラブ、旭ロータリークラブ、

八日市場ロータリークラブから活動計画書

が届いております。 

 ロータリー文庫の資料目録が届いておりま

す。ご自由にご覧ください。 

 米山奨学会から事業報告書、決算報告書、

豆辞典が送られてきました。 

 青少年交換委員会から昨年度のレポートが

届いております。 

 

◆卓話 

 

安藤 正義 ロータリー財団委員長 

 みなさんこんにちは。 

やっと大網白里市の代表監査委員を９月１０日付

で退任いたしました。就任は１９９８年で、１６年務

めました。 

就任してまもなく、「議員の視察研修」という件で、

住民監査請求がありました。大網白里町（当時）の

『議会だより』と共産党の機関紙の２つの紙面で研

修の日程表が違っておりまして、住民監査請求が

ありました。私は経験もなく、当時の書記長（現在

の事務局長）と二人で本を買って勉強しました。お

かげさまで、住民監査請求のことが勉強ができまし

た。 

その後、下水道の贈収賄事件についての住民

監査請求がありました。一回目が不調に終わり、も

う一度出されました。また、町役場で出産一時金、

弔慰金の保管金を管理していた職員が使い込み
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をし、告訴ということになりました。当時の町長も責

任を取り、報酬の減額も行いました。 

そのような経過があり、やれやれと思っておりまし

たところ、槇の伐採問題が起き、朝日新聞に５回も

掲載されました。私は議会の議事録を取り寄せて

読みましたところ、全員協議会できつい質問もあり

ましたが、結論が出ずにいたことが分かりました。

住民監査請求は、６０日以内に勧告もしくは棄却、

という結論を出さなければなりません。一回目は勧

告ということで結論を出しました。 

大網白里市は勧告に従って、槇の植樹をしたの

ですが、その際に監査委員には連絡がありません

でした。その後、住民監査請求者に連絡があり、再

びの監査請求へつながります。伐採されてしまった

以前の槇と、植樹された現在の槇があまりにも違い

すぎる、ということで再度の住民監査請求がありま

した。それで、私は８月９月の間は毎日のように市

役所に行っておりました。 

今回の問題点は、伐採前に業者に槇を見てもら

ったとのこと。私の友人で植木屋を営んでいる人に

聞くと「樹木医の診断を受けたほうがよい。業者の

診断では、証拠にはならない」という話でした。それ

から、６月の定例議会でなぜ全員協議会に諮らな

かったのか。６月に諮っていればこのような騒ぎに

ならなかったのではないか、など、ほかにもいろい

ろありましたが、全体的にうまく段取りができていな

かったな、と感じておりました。その結果、残念な結

果になりました。私が前の勧告を出したこともござ

いましたし、また、槇は明らかにシンボルツリー的な

樹でありました。議員さんの中には槇に詳しい方も

いらっしゃいますので、よくご存じだと思うのですが、

なかなか調整がうまくいかずに再請求になってしま

いました。 

住民監査請求が出ますと、要件審査から審査会、

審議を行い、必要ならば現地調査など、結構な日

数がかかります。私の務めた１６年間の印象には住

民監査請求で始まり、住民監査請求で終わったと

いう感があります。 

 

本日の主題、ロータリー財団のお話をさせてい

ただきます。 

 我々のクラブで使ってもいい補助金、３年後に５

０％を地区で使えるのが地区補助金です。それか

らグローバル補助金があります。 

地区補助金（DDF）についてですが、２７９０地区

ではおおむね５０％を目途に配布します。ただし、

クラブからの申請をもとに減額をすることがあります、

とあります。なるべく地区補助金を多くするために

は会員の皆さんの寄付が必要ということになります。

地区補助金、グローバル補助金もそうですが、申

請に対していろいろな面倒な手続きがあります。地

区の審査基準もあります。別口座を開設する必要

がある、など、なかなかやりにくい補助金という感じ

がします。資料をご一読いただくとお分かりになる

と思いますが、これだけ細かいことを読んでいます

と何から説明してよいか多岐にわたっているために

迷うほどいろいろとあります。 

 ロータリー財団の使命というのは「ロータリアンが

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」となっております。 

 ポリオプラスの件についてですが、これは大事な

プログラムの一つです。以前、ポリオ撲滅宣言のビ

デオをご覧になった方も多いのではないでしょうか。

私はそのビデオを観て、ポリオは撲滅されたのでは

ないかと思っておりましたが、現在でもポリオ常在

国というのがあります。ポリオ常在国と指定されてい

るのが、アフガニスタン・パキスタン・ナイジェリアの

３か国です。ポリオプラスはゲイツ財団と一緒にポリ

オ撲滅に寄与しております。 

 世界平和のためのロータリー平和センターがあり

ます。このプログラムで一名、船橋ロータリークラブ

から推薦された、防衛大学から海外青年協力隊の

経験がある方が、この奨学金で留学をされました。

そういった資金になっております。 

 肝心の、ロータリー財団への寄付ということで、寄

付の種類は 

 年次基金寄付 

 恒久基金寄付 

 使途指定寄付 

の３種類があります。現在、東金ロータリークラブは

年次基金寄付をしております。ポールハリスフェロ
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ーになられていない方が、６名ほどいらっしゃいま

す。ぜひ一回はやっていただきたいと思います。ま

た、マルチプルをやられている方は、そちらにもご

協力をいただきたいと思います。今年はなんとかポ

ールハリスフェローに頑張っていただきたいと思い

ます。 

 ２７９０地区の本年度の目標は１３０ドルとしており

ますので、ポールハリスフェローに何名か、私もベ

ネファクターかマルチプルかをやっていきたいと思

っております。 

 財団の委員長を仰せつかっても、補助金を使っ

た活動をするのがなかなか難しいので、寄付金集

めが主な仕事になっていると思います。仰せつか

っている以上は、頑張ってまいりたいと思っており

ます。 

出席率  9 ⽉ 30 ⽇ 

会員数 出席者 出席率 コイン BOX

22 名 17 名 77.2％ 2,200 円

欠席・Makeup の連絡は，前日までに（緊急の場

合は当日 10 時までに）事務局宛に，電話・ＦＡＸ・

Ｅメールにてお願いします。メーキャップ先への事

前連絡もお忘れなく。 

電話 0475-52-1101   FAX 0475-52-1105 

Email: info@togane-rc.jp 

 

 

ロータリー平和センター︓ 

平和の担い⼿を育てる 
 

9 ⽉ 21 ⽇は「国際平和デー」。 

 

中東、東欧、アフリカ中部で、流⾎の惨事が相次いで発⽣している今⽇、国際平和デーは、世界

が⼀つとなって⾮暴⼒と停戦を訴える重要な⼀⽇となります。 

平和は、ロータリーが⼒を⼊れている課題でもあります。これまでに、世界平和フォーラム／シ

ンポジウムの開催や、60 年にわたる国連との協⼒を通じて、平和を築き、寛容の精神を育てる活動

が⾏われてきました。また、平和のためのロータリアン⾏動グループも精⼒的に活動しています。

そうした平和活動の中でも、近年⼤きな役割を果たしているのがロータリー平和センターです。

2002 年のプログラム開始以来、草の根の活動から国家間協⼒にいたる、さまざまな分野の平和専

⾨家が育っています。修⼠号取得プログラム（2 年間）と修了証取得プログラム（3 カ⽉間）があ

り、平和センターの学⽣は「平和フェロー」と呼ばれます。 

今⽇、世界には 900 名以上の平和フェローがおり、その活動分野は、国境付近の紛争解決、世界

銀⾏のプログラム開発、児童労働を禁じる法案作成、外交官の安全保障など、多岐にわたります。

 
https://www.rotary.org/myrotary/ja/rotary-peace-centers-shape-hundreds-careers-peace-and-conflict-resolution


