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会長挨拶：渋谷義徳会長  

皆さんこんにちは。先週の悪

天候と変わって今日は穏やか

な天候になり、出かけ易くな

りましたが、月末週のお忙し

い中を出席いただきありがと

うございます。 

今月はローリー財団月間です。月間の締めくくり

として、地区財団委員長の佐々木パストガバナー

から卓話をして頂きます。佐々木委員長様よろし

くお願い申し上げます。 

私事ですが、１１月２６日（日）妻のお供をして

新潟に出かけた時、万代シティーバスセンター屋

上の広場にペットボトルで作られた、高さ８ｍの

巨大ツリーが LEDイルミネーションで飾られ、万

代シティーの夜を華やかに演出しているのを見

ることができました。後で調べてみたところ、巨

大ツリーの愛称は「ばんにゃいツリー」と呼ばれ

ていて、“万代ロマンチックサーカス”と言って

いる、万代シティー冬のイベントでした。 

新潟市では、すっかり冬の風物詩となった、光の

ページェントが市内の随所で開催されます。 

代表的なものを幾つか上げますと、毎年１２月上旬から JR新潟駅南口駅南（えきなん）けやき通り

の約２００本の木を２６万個の美しいイルミネーションで飾る物があります。また、インスタ映え

スポットとして人気の「What’s NIIGAT モニュメント」が新潟駅南広場に登場し、モニュメントを

イルミネーションで飾ります。I Iの文字に二人で入ると、ハートのイルミネーションが点灯するそ

うです。新潟へ出かけた際に一度試して見るのも面白いのではないでしょうか。その他にも新潟市

鳥屋野潟南部では、「いくとピア食花グローイングイルミネーション」が開催されており、子供から

大人までさまざまな体験と交流が出来るエリアに光の森が展開されています。 

一方、長岡市でも国営越後丘陵公園ウィンターイルミネーションが開催されます。ココロ温まる冬

アートをテーマーに公園が光輝きます。園内では鏡のイルミネーションや廃材で作った高さ５mのキ

リンのオブジェが、屋外ではシンボルツリーの大ケヤキやシャンパングラスツリーなど多彩なイル

ミネーションが光を放つのを見て楽しむことができます。12月 9日（土）16日（土）23日（祝）24

日（日）は花火の打ち上げもあります。なお、イルミネーションは 12月 2日（土）3日（日）9日

（土）10日（日）16日（土）から 25日（月）まで開催されます。 

本日の行事：「ロータリー財団月間」 

◆本日の出席：６５名中３５名    

◆先々週の出席率：６５名中５４名 83.08％ 

          （前年同期 86.36％） 

◆本日のゲスト：ＲＩ第 2560地区 

ロータリー財団委員長・パストガバナー 

       佐々木昌敏様（小千谷ＲＣ） 

         

◆先週のメークアップ（敬称略） 

 １１月２２日川瀬年度地区大会実行委員

長会議 金子太一郎 

    ２７日三条南ＲＣ 樋口 勤 

          坂内康男、高橋彰雄 

    ２８日職業奉仕委員会 外山裕一 

          樋口 勤、星野義男 

 

＊本日の配布書類等  

・週報№1478・１２月行事予定 

・財団資料 

  

　　  2017-2018年度 
　　国際ロータリー会長：イアンH.S.ライズリー「ロータリー：変化をもたらす」

　　第２５６０地区ガバナー：新保 清久「クラブと地区の変革をめざそう」

　　　　　　　　　－ＭakingＡＤifference in Ｃlub and Ｏur Ｄistrict－

三条北ロータリークラブテーマ
　　 　　　「ロータリーの魅力を再確認し、ともに変化をもたらそう」

　例会日：火曜日12：30～13：30

　例会場：三条ロイヤルホテル　℡34-8111

ＳＡＡ ：松山　浩仁 　事務局：三条市本町3-5-25三条ロイヤルホテル内

　ＴＥＬ：0256-35-7160　　FAX：0256-35-7488
ＨＰ：http://www.sanjo-nrc.org ＡＤ：north@sanjo-nrc.org

例会日　２０１７．１１ ．２８     　　　　　　累計№１４７９ 　　当年№２０

会　長：渋谷　義徳　　　　　　　　
幹　事：石黒　隆夫　　　　　　　　　
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また、近場では見附市役所前通り～本町商店街を結ぶ約 2.7Kmの見附市街路樹イルミネーションが

あります。県内一の延長を誇る街路樹イルミネーションです。ブルーの光で彩られる街路樹を見る

のも目の保養になるのではないでしょうか。地元三条市にもイルミネーションで飾られた絶景のビ

ューポイントがありましたら、教えていただけたらありがたいです。私も家に閉じこもることなく、

これらの光のページェントを見に出かけたいと思っています。皆さまにも冬の風物詩を観賞し、鋭

気を養われることをおすすめして挨拶を終わります。ありがとうございました。  

幹事報告：石黒隆夫幹事   

・新保ガバナー事務所より ロータリーレートについて 

        12月 1日より１ドル＝１１２円（現行１１４円） 

・三条南ＲＣより 鈴木武会員葬儀のお礼 

・三条ローターアクトクラブより １２月第二例会案内 

       12月 21日(木)19：30～   三条燕地域リサーチコア 

・五十嵐川を愛する会より クリーン作戦参加のお礼 

＊＊＊＊＊ロータリー財団ボックス２８日現在累計２１４,０００円＊＊＊＊＊ 

・財団月間を記念して出席の皆様からご協力頂きました。有難うございました。 

＊＊＊＊＊米山奨学ボックス２８日現在累計３５１,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊ 

＊＊＊＊＊ニコニコボックス２８日現在累計４２２,０００円＊＊＊＊＊＊＊＊＊ 

佐々木昌敏様（パストガバナー）名門三条北ロータリークラブにお伺いできて喜んでいます。どう

ぞ宜しくお願い申し上げます。 

中條 耕二君 パストガバナー佐々木さん、ようこそ三条北ＲＣにお越し下さいました。地区では

今一番大事な活躍をされています。感謝 

福岡 信行君 この度の長男の葬儀には大勢参列頂きありがとうございました。気持ちは癒えませ

んが前に進みたいと思いますのでこれからもご指導宜しくお願い致します。 

石川 一昭君 佐々木昌敏パストガバナーようこそ北ＲＣへ。本日の卓話快くお引き受け頂き誠に

感謝致します。本日の卓話楽しみにしております。 

丸山  勝君 先週一週間イアタリアに研修旅行に行って来ました。ミラノ→ベネチェア→フィレ

ンツェ→ローマと廻りました。Ｇｏｏｄです。 

渋谷 義徳君 地区財団委員長佐々木様、本日は宜しくお願い申し上げます。 

石黒 隆夫君 パストガバナー佐々木昌敏様、本日は財団委員長としてお越し頂き、誠に有難うご

ざいます。 

石川 友意君 日曜、月曜日の１泊２日で組合の旅行に行って来ました。宿泊先のホテルが食中毒

騒ぎで、レストランが営業停止になっていました。食中毒の原因はウィルシュ菌で

４０人の患者が出たそうです。これからノロウィルスの危険な季節となります。お

互い気を付けましょう!! 

森   宏君 お久しぶりで福岡さんのお顔を拝見し、ホッとしました。 

早川 瀧雄君 佐々木パストガバナー、本日の卓話よろしくお願いします。今日は小春日和の例会

となりました。 

西村  護君 ボックスに協力 

本間建雄美君 ＢＯＸにご協力ありがとうございます。以後も宜しくお願い致します。 

羽賀 一真君 昨日の夜、新社屋のエレベーターと自宅とでクリスマスイルミネーション

を点灯開始しました。子ども達も大人たちも大喜びです。 

本日の行事：「ロータリー財団月間」「ロータリーよもやま話」 

講師紹介 石川一昭財団委員長 

地区ロータリー財団委員長で２０１４年度ガバナーの佐々木昌敏様に卓話をお願い致しました。北

越銀行の三条支店在職時は三条ＲＣの会員でいらっしゃいました。数々の経歴、実績をお持ちで、
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とても卓話をお願できないと思いましたが快くお引き受け頂きました。 

又、皆さんのお手元に配布しました素晴らしい資料をお作り頂き、１ヶ月前には事務局に届けて頂

きました。本当に有難うございました。 

３０分では足りないと思いますが、勉強させて頂きたいと思います。宜しくお願い致します。 

ＲＩ第 2560 地区ロータリー財団委員長・パストガバナー 佐々木昌敏 様（小千谷ＲＣ） 

２５６０地区の中で正に名

門の三条北ＲＣです。 

ここに呼んで頂き、お話しさ

せて頂ける事を大変嬉しく

思っております。平素は財団

にご協力頂き、地区に対しま

しても数々のご協力を頂き

ありがとうございます。 

財団の話と言っても間口が広く、分かりにくい

話ですので食後のこの時間帯にはなかなか厄介

な事です。お休みになられる方にも資料を作っ

ておいた方がいいのではと思い、お届けさせて

頂きました。 

ガバナーという私には過ぎた役をさせて頂く事

になりましたのは、中條パストガバナーに「お

前やれ」と言われて今日があります。その北Ｒ

Ｃさんから依頼があればこれはもう天命と思い、

お伺いさせて頂きました。 

国際大会にご一緒させて頂いた事がきっかけだ

ったと思います。国際大会は行けば勉強になり

ますが、今年の国際大会での話しですが、北海

道札幌のＲＣが札幌地区のガバナーが額入りの

写真で掲示されていたのを見て財団にいくら寄

付をすればこうなるのかという質問をされたそ

うです。２５万ドル（１７５０万円位）だと聞

き、それならば寄付をしようということになっ

たそうです。 

国際大会はＲＩ会長が主催する大会です。地区

大会は地区ガバナーの主催です。クラブ会長は

ガバナーの公式訪問を受ける事を通してクラブ

を活性化していく。ＲＩの理事の皆さんは、ロ

ータリー研究会を主催します。これが又なかな

か難しい事をやる会です。それぞれ役割分担が

決まっています。是非皆さんも国際大会に出掛

けて頂きたいと思います。 

ロータリージャパン、日本全体で 34 地区、2600

位のクラブがありますが財団への寄付が０のク

ラブが０になりました。日本だけです。他の国

では０クラブがあります。今年もこれを目標に

しています。三条北ＲＣさんはいつも多額な寄

付をして頂き感謝しています。 

財団は１９１７年に国際大会であまった２６ド

ル５０セントを基にしてアーチ,クランフが財

団を作り、１００年経ち今は４０億ドル位寄付

を集めました。21.5 ドルは３千円位だと思いま

す。 

ロータリーの役職は概ね３年（ｴﾚｸﾄ・ﾉﾐﾆｰ・ﾃﾞ

ｼﾞｸﾞﾈｰﾄ）ですのでクラブの財団委員会も３年委

員にして頂きたい。１年位ではなかなか理解で

きないところがあります。私は地区財団委員長

で３年任期の２年目ですがよく分からない事が

色々出てきます。クラブの財団委員も継続して

頂けると解り易いと思いますので宜しくお願い

します。 

地区の財団委員長はＰＧ、委員は大体２０名程

です。毎月１回以上委員会を開き熱い議論をし

ております。優秀な方が多く、財団の奨学金で

アメリカに行き、現在は新潟大学の副学長をさ

れている方も居られます。 

よくロータリーはアイサーブ、ライオンズはウ

イサーブと言いますが、クラブで寄付をすると

いう事は個人から集めたお金を寄付する。“アイ

サーブは個人が”“ウイサーブはクラブが”です。

ロータリーは私が・・・と言う事ですがどちら

でもいいです。 

ロータリーカードについても再三お願いしてい

ます。日本全国を３つのゾーンに分けています

が新潟を含む第１ゾーンの中で第１位でした。

ロータリーカードを使って頂くとその金額の

0.3/100 が自動的に財団の寄付になります。ロー

タリージャパンでは１５００万位が寄付された

様です。 

カードでお支払されるのであれば、ロータリー

カードを使って頂ければ寄付になります。 

ロータリー財団への寄付についてはなかなか分

かりにくいのですが、チョット説明します。 

ポール・ハリス・フェロー（ＰＨＦ）は１００

０ドルで認証されます 

マルチプル・ポール・ハリス・フェローは１０

００ドル毎に認証 

ポール・ハリス・ソサエティ・メンバーは毎年

１０００ドル以上寄付すると約束 

私は、こちらの星野さんに強制されましてソサ

エティ・メンバーになりました。これが今の私

に繋がっているのかな？と星野さんのお顔を拝

謁して思いました。 

メジャードナーは１０００ドル以上の寄付でＬ

ＥＶＥＬ1～4 まであり、２５０,０００ドル以上
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がアーチクランフとなり先ほど話ました、シカ

ゴに写真入りの名前が掲示されます。 

アーチクランフはアメリカが４１０人います、

台湾８０人、インド６８人、韓国５０人、日本

は３３人です。皆さんの中から３４人目を目指

して下さい。メジャードナーの寄付が寄付全体

の 80％です。大口寄付は１回に１０,０００ドル

以上です。 

１万ドル寄付しますと経費と認められるように

なりましたので所得税が軽減されます。 

大体、市民税を併せて 50％納税されている方の

場合、１００万寄付しても５０万は確定申告で

還ってくると考えて頂ければ分かり易いかと思

います。（個々によって違いはありますが） 

最近、確定申告の時にロータリーの寄付の領収

書が多く出て、税務署の職員からどういうこと

だと言う職員もあると言う事が、ロータリー研

究会でも話題になりましたが、ルールはルール

ですから勉強不足の担当官が咎められるべきで

す。 

私は銀行に居りました頃、預金を集めました。

集めたお金は私の物になるわけではなく銀行の

物でもなく、預金をされた方の物です。寄付金

は、寄付をされた方の物ではなくなります。 

ですから寄付を勧めることは難しい。ならば「戻

るようにしよう」という事が地区補助金の考え

方です。３年前の寄付額に合せて、その地区で

使うことが出来る様にする。その為に奉仕プロ

ジェクトを実施して頂き、理にかなった物であ

れば、そのプロジェクトで使って貰うこれが地

区補助金です。寄付をして頂くとロータリーの

物になりますのでそれを使う事はいわば公金扱

いになります。 

「勝手に使ってもいいのでは・・」となります

が、公金ですのでルールがあります。ルールに

則ってやらなければならない。 

グローバル補助金は国際パートナーとなる海外

のＲＣが無いと実施しにくい。 

ロータリージャパンとしては使い切れていない

で余っているようです。グローバル補助金に関

しては全てＲＩで審査します。 

地区補助金奨学生を派遣していますが、米山奨

学生と違って、私たちの目の前にいるわけで無

く、海外に派遣して、無事に帰ってこれるよう

にフォローする訳です。ただ選考の過程から帰

国まで地区に責任があります。 

ポリオの問題では、ロータリーは撲滅に長く支

援していますが、なかなか終わりません。アフ

ガニスタンとナイジェリアで今年１２症例の報

告があります。毎年１億５千万人の赤ちゃんが

誕生しますが、この１億５千万人に投与しなけ

ればなりません。発症が０になるまで投与し続

けなければなりません。その為、お金がかかる

訳です。人から人への感染なので防ぐことが難

しいようです。ビル・ゲイツ財団はロータリー

が１００万入れると２００万入れる事になって

います。皆さんのご支援をお願いします。 

ご静聴いただき有難うございました。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

誕 生 日                   結婚記念日 

   会 員      ご夫人 

田口実仁佳  １  浅間 陽子   ２             佐藤 義英・ミチ子  ５ 

佐藤 秀一  ４  今井 房子   ４             加藤  實・満寿子 １９ 

渡辺  徹 １９  山崎八重子   ８             斎藤  正・裕子  ２３ 

          渋谷 朋子  １１ 

          米山由貴江  １９   

１ ２ 月のお祝


