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１．真実真実真実真実かどうか

２．みんなに公平公平公平公平か

３．好意好意好意好意と友情友情友情友情を深めるか

４．みんなのためになるかためになるかためになるかためになるか

どうか

浅浅浅浅 野野野野 秀秀秀秀 樹樹樹樹

仲仲仲仲 島島島島 英英英英 二二二二

宮宮宮宮 野野野野 祐祐祐祐 輔輔輔輔

ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、ロータリーを実践し、

みんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生をみんなに豊かな人生を
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国際ロータリーのテーマ

平成２５年１１月１日平成２５年１１月１日平成２５年１１月１日平成２５年１１月１日 No．１７．１７．１７．１７

■■■■本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム本日の例会プログラム

●君が代

●ロータリーソング（それでこそロータリー）

●会長の時間 ゲスト･ビジター紹介

●会務報告

●各委員会報告

●卓話

「強権・保守色強める習近平政権」

元西日本新聞取締役

九州日中平和友好会

会長 鹿毛 隆郎様

■■■■次回卓話（１１月８日）予定次回卓話（１１月８日）予定次回卓話（１１月８日）予定次回卓話（１１月８日）予定

「イニシエーション・スピーチ」

会員 北井 敦君

■■■■前回例会の記録（１０月２５日）前回例会の記録（１０月２５日）前回例会の記録（１０月２５日）前回例会の記録（１０月２５日）

◇出席報告 出席委員長

当当当当 日日日日 １０月２５日１０月２５日１０月２５日１０月２５日 前前前前 々々々々 回回回回 １０月１１日１０月１１日１０月１１日１０月１１日

会員総数 ７１名

免除会員数（1７名中） １２名

出席会員数 ３９名

ゲ ス ト ０名

ビ ジ タ ー ３名

合 計 ５４名

出 席 率 ７７．２７％

会員総数 ７１名

免除会員数(1７名中） ９名

出席会員数 ４４名

メークアップ ９名

欠席会員数 １名

合 計 ６３名

修正出席率 ９８．４１％

●パリのめぐり逢い / Ｆ．レイ

●見上げてごらん夜の星を

/ いずみ たく

●トロイメライ / シューマン

●ミスティ

ロータリー財団月間ロータリー財団月間ロータリー財団月間ロータリー財団月間

１日（金）定例理事会（例会終了後）

８日（金）誕生祝

２２日（金）「休会」

定款第6条第1節Cにより

（世界インターアクト週間５日を含む１週間）
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曲

◇会長報告◇会長報告◇会長報告◇会長報告

２１日の月曜日、元会員の森野栄二郎さんの社葬に参列し

ました。積善社の一番広い斎場が満席になるほど立派な葬

儀でした。森野さんは、京都府宮津のご出身の大正５年生ま

れで、８人兄弟の７番目だったそうです。戦後、縁もゆかりも

ない福岡の地で徒手空拳のようにして会社を創業され、今日

の発展を築かれたとのことです。中村次郎会員が友人を代表

して弔辞を述べられました。３０年近く前、森野さんが会長で、

中村さんが幹事だった時のことです。丁度、今年の我がクラ

ブと同様、地区大会のホスト役だったとのことですが、お二人

で地区の全クラブを訪問されて、参加依頼されたばかりでなく、

なんと、大会終了後にお礼にも行かれたとのことでした。律儀

な森野さんのご性格を窺い知る良いお話でした。

私は、もともとは裁判官でしたが、平成元年から４年まで、

福岡の法務局で訟務検事をしていました。「訟務検事」という

のは、国が訴えられたりした時に、いわば国の弁護士として

訴訟活動をする仕事です。水俣訴訟など沢山の事件を担当

していましたが、その中に「靖国訴訟」がありました。これは、

中曽根首相が昭和６０年８月１５日に靖国神社に公式参拝し

たことに関して、憲法の定める政教分離に反する行為である

として、市民や仏教界、キリスト教界などの宗教団体などの

代表者が裁判を提起したものでした。福岡を始めとして、全国

各地の裁判所に訴えが提起された集団訴訟です。当時、自

民党内部でも、首相の靖国神社へ の公式参拝を要請する日

本遺族会とこれに反対する他の宗教団体との調整がつかず、

中曽根首相の強いリーダーシップによって実現したものです。

戦後、日本遺族会は、自民党の大きな支持団体として、遺族

年金問題を含め様々な遺族に対する国の施策に影響を与え

ていました。ところで、原告らの訴えは、「中曽根首相の公式

参拝によって、精神的に不愉快な思いをさせられたので、一

人当たり何万円かの慰謝料を国と中曽根首相の双方に請求

する」というものでした。しかし、原告らの狙いは、慰謝料が欲

しいということではなく、中曽根首相を証人喚問して、憲法違

反の事実を明らかにさせることでした。万一、中曽根首相が

証人採用されれば、私が尋問せざるを得ず、また、どのように

証言させても、マスコミで問題とされることは明らかでした。し

かし、福岡の裁判長が有名なリベラリストで、しかも、他の裁

判所より訴訟の進行がかったことから、毎回、法廷に行く度に、

証人採用されるのではないかとハラハラしていました。



他ロータリークラブへメーキャップをされ、やむを得ず早退しなければならない時は、幹事やSAAの一言前もってお断
りするのがエチケットです。ご協力ください。

クラブ会報委員会 委員長 土井通誉：副委員長 本山茂夫：委員穐好幸男：山内良輝

卓 話

累計 ３３０，０００円 達成率 ２５.４％

スマイル箱目標額 １，３００，０００円

合 計 ３４，０００円

◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告◇幹事報告

○ 「第1回ロータリー楽友会福岡ＣＯＮＣＥＲＴ」が明日26日
（土）開場13時30分、開演14時より西南学院大学コミュニ
ティセンターホールにて開催されます。整理券が5枚受付
にありますので行かれる方はお持ちください。

○ 11月1日（金）定例理事会を開催しますので、理事会構成
員は出席下さい。

○ 11月5日（金）モルトヴォーノにて開催のワイン同好会出欠
について回覧致しますのでご出欠をご記入下さい。

◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告◇各委員会報告

＜職業奉仕委員会＞＜職業奉仕委員会＞＜職業奉仕委員会＞＜職業奉仕委員会＞

○ ９月２８日、職業奉仕セミナーに会長と出席してきました。

佐古PGと小山田PGのお話がありました。DVDになって
いますので、ご利用ください。

＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞＜例会委員会＞

【【【【スマイル箱スマイル箱スマイル箱スマイル箱】】】】 ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！ありがとうございました！

三笠三笠三笠三笠 和雄君和雄君和雄君和雄君 私は今回、心臓の血栓が脳に飛んで半身

不随の脳梗塞の診断で“ロータリーの友”9月号10Pに載って
いる脳梗塞“麻痺の残る人、完治する人”のrt-PAの治療を
発症40分後に受けて成功率37％で助かりました。それでも
リハビリの為の3ヶ月の入院中、皆様に御心配・御見舞の言
葉を頂戴しましてありがとうございました。ゆるゆると人間に

戻る暮らしをしますので、よろしくお願い致します。

10月18日に孫に女児が産まれ（72才で）曽祖父になりました。

伊原伊原伊原伊原 ルリ子君ルリ子君ルリ子君ルリ子君、中村中村中村中村 勇治君勇治君勇治君勇治君 メークアップが続きました。

見元見元見元見元 伊津子君伊津子君伊津子君伊津子君 メークアップが続きまくりました。

財満財満財満財満 寛君寛君寛君寛君 早退します。

「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」「イニシエーション・スピーチ」

会員会員会員会員 丸山文夫君丸山文夫君丸山文夫君丸山文夫君

ロータリー小逕を読む

47．ロータリー財団について．ロータリー財団について．ロータリー財団について．ロータリー財団について

〔〔〔〔ⅠⅠⅠⅠ〕〕〕〕ロータリー財団（以下ロータリー財団（以下ロータリー財団（以下ロータリー財団（以下R財団と称す。）の組織と使命に財団と称す。）の組織と使命に財団と称す。）の組織と使命に財団と称す。）の組織と使命に

ついてついてついてついて

(イ)Ｒ財団は、1917年（ロータリーが誕生して12年後）、米
国ジョージア州アトランタで開催された国際大会において、

Ｒ財団の父と呼ばれる6人目のRI会長であるアーチ・C・ク
ランフが「全世界的な規模で慈善・教育・その他社会奉仕

の分野でよりよきことをするために基金をつくろう」と提案し

たことにより始まり、1928年国際大会で「ロータリー財団」と
名づけられました。

(ロ)Ｒ財団の構成員はRIのみで、その正式名称は、「国際
ロータリーのロータリー財団」です（法人設立定款抜粋（要

覧p277））。よって、RIとは法的に組織は違っても、その目
的・使命・活動は両者共に一体です。

(ハ)2007年規定審議会で、RIの理事会からＲ財団の使命
に関する決議が提出され、採択されました。

【使命】

『ロータリアンが、人々の健康状態を改善し、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である。』（2007年規定審
議会決定07－116）。

(ニ)第2700地区の2011-12年度、R財団委員会の組織は、
カウンセラー、委員長、2名の副委員長、奨学金、補助金、
学友、年次寄付、ポリオプラス等の各委員、合計9名より構
成されています。

〔〔〔〔ⅡⅡⅡⅡ〕〕〕〕R財団のプログラム財団のプログラム財団のプログラム財団のプログラム・・・・下記の内容は、2013年7月か
ら【未来の夢計画（Future Vision Plan）】の実施により大
きく変わりますので、従来のプログラムについて、参考にな

る事項をできるだけ簡単に記述します。【未来の夢計画】に

ついての詳細は後述します。

従来のプログラムは、[1]教育的プログラム[2]人道的プロ
グラムおよび[3]ポリオ・プラスの大きく3つに分けられ、それ
ぞれ次のように細分化されます。

[1]教育的プログラム

①国際親善奨学金（Rotary Foundation Ambassadorial 
Scholarships）（要覧p135~137）

ロータリー財団発足以来、民間レベルとしては世界最大規

模の奨学制度で、男女を他国の教育機関で勉学させること

によって、相異なる国民間の理解と友好関係の増進に寄与

することが目的です。毎年世界で約800～1000名の奨学
生が、留学先の国で、優れた「親善大使」として行動してき

ました。日本においても、多い時は400人近い奨学生を派
遣してきましたが、近年は100人足らずに減ってきています。
2012年3月現在、最後の奨学生が決定しており、これらの
プログラムは終了しました。

（イ）１学年度（9ヶ月）の国際親善奨学金

以前はその支給額は、旅費を含む上限額でしたが、2008-
09年度より世界一律の補助金（Flat Grant）となり、2012－
13年度は27,000ドルです。
（続く）

１１月は「ロータリー財団月間」「ロータリー財団月間」「ロータリー財団月間」「ロータリー財団月間」です。

ロータリー小逕の該当箇所を抜粋しています。


