
 

  

 

 
 

 

 

 

 
 

■ 末次 哲朗 会員 お誕生祝い 

■ 遠藤 光治 会員   〃 

■ 奥津 雅史 会員   〃 

■ 熊木  景 会員   〃 

■ 杉田 政男 会員 ご結婚記念 

■ 遠藤 光治 会員   〃 

■ 加藤 哲男 会員   〃 

 
 

 
 

■ 国際ロータリー第2770地区パストガバナー井原 實様 

■ 大宮西ロータリークラブ 会長新井清太様・パスト会長高橋秀樹様 

  小木曽賢己様・鈴木恭二様・福田和子様・横溝一樹様・新見和男様 

  押野一郎様  

 

 

 皆様こんにちは。 今日は大勢のお客様の御訪

問を頂き大変緊張しております。お客様をご紹介

いたします。国際ロータリー第2770地区パストガ

バナー井原 實様、大宮西ロータリークラブの皆

様方、会長新井清太様、パスト会長高橋秀樹様、

クラブ管理部門委員長小木曽賢己様、ロータリー

財団委員長鈴木恭二様、青少年交換委員長福田和子様、インターアクト委

員長横溝一樹様、出席委員長新見和男様、副ＳＡＡ押野一郎様。 今日は

井原パストガバナーの卓話例会であります。大変御忙しい処誠に有難うご

ざいます。財団以外の話もあるかもしれません後ほど楽しみにしておりま

すので宜しくお願いいたします。  

 さて、またまた大変気になる大きな不祥事が明らかになり、油圧機器大

手による地震対策が大きく揺らいだ…と報道されています。建物の安全性

を高かめるために免震‣制震装置が出荷前の検査で国交省の基準や顧客の

性能基準に収まるようにデータを改ざんしたようであります。国土交通省

の基準や顧客の性能基準に合わない装置が使われた疑いのある物件987

件、（免震904件,制震83件）との報告あります。簡単に言いますと免震構

造は地震力をなるべく受けないことで揺れを抑えるように、又、制震構造

は風や地震力を吸収する役目があるそうです。壁の中やエレベータ内の裏

側等にある為、中の改修工事は大変だと思います。それにしても2003年か

ら8名検査員で不正を引き継いだようです。建築中の建物も有り本当に驚

くばかりで言葉になりません。過去にも免震構造でゴム製部分について、

データの偽装が有りました。現在も取り換え作業が行われているようで

す。物づくり日本で、安心安全を早く取り戻してもらいたいと思います。

本日はこの後、卓話が有りますので終わりとしますが、来週はガバナー公

式訪問であります。男性はネクタイ着用して頂きたいと思います。そし

て、クラブ協議会には、出来るだけ多くの会員に残って頂き、ガバナーと

お話ができれば良いと思いますので、是非、出席をお願いしたいと思いま

す．中川高志ガバナーと大いに語り合いをしましょう…。宜しくお願いい

たします。 

 

 

 

本日の例会 
第1821例会 10月30日(火) 

第14例会 2018年10月30日発行 

会   場 市民会館いわつき 301 
例会テーマ 担当卓話 

担   当 クラブ管理運営委員会 

お客様紹介 

小宮年度(2018～2019) 

岩槻東ロータリークラブ週報 

 
   

国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 
国際ロータリー第2770地区  
第4グループ 

第14例会 10月23日(火)1820号 
会 場 市民会館いわつき 301 
点 鐘 12:30 

テーマ 外部卓話 
 井原實パストガバナー 
担 当 ロータリー財団委員会 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

インスピレーションになろう 

 

会長挨拶 小宮 勇会長 

会   場 市民会館いわつき 301 
点   鐘 12:30 
担   当 会長・幹事 
 

斉   唱 君が代･奉仕の理想 

ご来客紹介 小宮 勇会長 

会 長 挨 拶 小宮 勇会長 

お客様挨拶 小宮 勇会長 

幹 事 報 告 宮本和寿幹事 

委員会報告 

スマイル報告 例会委員会 

例会テーマ 公式訪問例会 

出 席 報 告 出席奨励委員会 

次回例会案内 丹野寿明例会委員長 

次回例会案内 
第1822例会 11月6日(火) 

１１月お誕生日･ご結婚記念の 

皆様おめでとうございます！ 
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◆大宮西ロータリークラブ 会長 新井清太様 

 皆さんこんにちは。急に大勢

でメーキャップにお邪魔致しま

したが、その理由は我がクラブ

の出席率が余り芳しくない…と

いう事で、出席奨励委員長の方

でメーキャップツアーを試みて

みたところ、出席者は皮肉にも日頃、出席して頂いて

いる会員のみでした。又、今週の土曜日に夜間です

が、大宮ソニックシティ前にて「ピンクリボン運動」

を、夜6時から開催致しますので、ご出席ください。 

 

 
 

1. 米山記念奨学会より、橋本 

昇会員、関根隆光会員に米

山功労者表彰状が届いてお

ります。 

2. ボーイスカウト北地区育成

会よりご協力のお願いと入

会のご案内が届いております。 

  因みに本日卓話にお越しの井原實ガバナーが会長

をなさっておられます。 

3. さいたま市交通安全対策協議会より「平成30年度

さいたま市防犯・暴力排除・交通安全市民大会」

の案内が届いております。 

 ・日時 11月21日(水)PM3:00~4:45迄 

 ・場所 市民会館おおみや 大ホール 

 ・内容 講師 林家 木久蔵氏 (落語家) 

 ・テーマ 「多種多様 特殊詐欺にご注意を!」 

4. さいたま観光国際協会より「会員名簿作成に伴う

会員情報の確認書」が届いております。 

◆増渕 明管理運営担当理事 

① 家族同伴親睦旅行のご案内について、締切りは過

ぎていますが、11月25日(日)～26日(月)の昇仙

峡・石和温泉の旅に未だ余裕がありますので、ご

参加下さい。 

② 11月27日(土)雅致にて、管理

運営合同委員会が予定されて

います。関係者は宜しくお願

い致します。 

③ My Rotaryの登録状況です

が、会員皆様の協力により、地区の平均登録率の

45％に達しましたので、希望者は私が直接伺って

ご指導させて頂きますので、申し付けて下さい。 

 

◆橋本かほる財団・米山担当理事 

 本日の卓話者、井原實パスト

ガバナーのプロフィールをご紹

介させていただきます。 

 

◆プロフィール 

井原 實（マコト）   

所属クラブ さいたま新都心ロータリークラブ 

職業分類 スーパーマーケット 

生年月日 1950年3月7日（68歳） 

学歴 1972年3月 慶應義塾大学工学部卒業 

 1978年3月 慶應義塾大学工学研究科 

       博士課程終了 工学博士 

ロータリー歴 

2000年2月 さいたま新都心RC入会 

2008～2009年度  さいたま新都心RC会長 

2013～2014年度  RI2770地区 財団部門委員長、 

 ガバナーノミニー 

2014～2015年度  RI2770地区 ガバナー補佐、 

 ガバナーエレクト 

2015～2016年度  RI2770地区 ガバナー 

2016～2018年度  RI2770地区 地区財団委員長 
 

職歴 

1978年4月  株式会社 東芝 入社・ 

 産業用電子計算機部勤務 
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幹事報告 飯淵昭二幹会長エレクト 

お客様ご挨拶  

米山奨学会より関根隆光会員に米山マルチプル3回目の

表彰と、加藤哲男会員に災害見舞金を贈呈致しました。 

井原PGを囲んで、大宮西RCのお客様と我がクラブ会員 
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 1996年6月  株式会社 東芝 退社Advanced-I 

  Advanced-I事業推進企画室担当部長 

 （デジタル技術の戦略事業企画と海

外アライアンス） 

 戦略LSI企画室の担当部長兼務 

1996年 7月  株式会社 与野フードセンター  

 取締役副社長 就任 

1998年10月  株式会社 与野フードセンター 

 代表取締役社長 就任現在に至る 

公職・団体 

さいたま商工会議所副会頭 

ボーイスカウトさいたま北地区育成会長 
 

◆井原實パストガバナー「卓話」 

 国際ロータリー（Rotary 

International： RI）とロー

タ リ ー 財 団（The  Rotary 

Foundation ： TRF）は、組 織

的には別になっている。RIの

最高意思決定機関は理事会で

有り、TRFの最高意思決定機

関は管理委員会である。では、この2つの組織が、何

故、別の方向に走ってバラバラにならないのか？ こ

のようなところから話を始めて、ロータリー財団の歴

史から、最新の姿と、その影響力についてお話します。 

 ロータリークラブは1905年に創立され、国際ロータ

リーに発展しました。ロータリー財団は19017年のア

トランタでの国際大会で、当時のRI会長であったアー

チ・クランフが「世界で良いことをしよう。そのため

の基金が必要です」と言ったことに端を発していま

す。その時のアーチ・クランフ会長の言葉である

「Doing good in the world.」（世界で良いことをし

よう）がロータリー財団のモットーになっています。 

 財団への寄付金はなかなか集まりませんでした。

ロータリーの創立者のポール・ハリスが1947年に逝去

したときに、その死を悼んで沢山の寄付が集まりまし

た。その寄付はロータリー財団の基金となり、以後、

財団の活動が活発になります。1947年から留学のため

の奨学金を出し、後に「国際親善奨学金」に発展し、

今日まで続いています。その後、1965年頃からは、研

究グループ交換（GSE）や、マッチング・グラントな

どの交流や奉仕事業への資金提供が始まりました。ま

た、1978年には保健、飢餓追放、人間性尊重（3-H）

補助金プログラムを開始しました。フィリピンのロー

タリークラブの会長からの要請で、フィリピンの600

万人の子どもたちにポリオの予防接種を実施し、フィ

リピンからポリオを撲滅しました。この後、RIはポリ

オを撲滅するために80周年記念の1985年にポリオプラ

スプロジェクトを発表し、その活動は現在に至ってい

ます。 

 ロータリー財団の寄付には、年次基金、恒久基金、

使途指定寄付の3種類が有ります。現在は、ポリオプ

ラスへの寄付が使途指定寄付になっています。皆さん

も自クラブで、どのように財団の寄付を集めているの

か、そして、クラブの寄付の目標寄付金額は幾らくら

いになっているのか、確かめて見て下さい。 

 財団には世界中のロータリアンからの寄付が集まっ

てきています。その総額はどのくらいになるか、考え

たことが有りますか？ 世界中のロータリアン約120

万人が100$ずつ寄付をすると、1憶2千万ドルの寄付金

（132億円、1$＝110円換算）が集まります。財団は集

まった寄付金を3年間運用します。運用益は財団の経

費を賄うために使います。3年後には寄付金の1/2を各

地区へ地区財団活動資金（DDF：District Designated 

Foundと呼んでいます）として返します。 

残りの1/2はWF（World Found）として財団に残しま

す。地区と財団で寄付金を半分ずつ分ける、このやり

方をシェアシステムと呼んでいます。地区の財団は

DDFを更に半分ずつに分けます。それぞれ、地区補助

金、グローバル補助金と呼んでいます。地区が、地区

補助金とグローバル補助金をどのように使っているか

は、財団部門セミナーで紹介されているDDF予算書を

ご覧ください。DDFの決算については、地区の年次報

告書をご覧ください。 

 これで、財団の歴史、財団の寄付の集め方、集めら

れた寄付金の地区への還元方法の概要がお解りになっ

たと思います。更に詳しくお知りになりたい方は、My 

Rotaryにログインしてご自分で資料をお調べになるこ

とをお勧めします。 
 

 本日は、財団の補助金の使い方についても、少し説

明します。地区補助金は財団奨学生、VTT（職業訓練

チーム）が来日したとき、地区内のクラブ（ロータリ

アン）が地域で良い事をするために使われています。

使い方についての詳細は、ガバナーと地区財団部門委

員会の裁量に任されているので、地区としては使い勝

手の良い補助金です。もう一つのグローバル補助金は

地区内のクラブ（ロータリアンが、世界で良い事をす

るための資金です。使われる分野は、RIと財団が定め

た6つの重点分野に限られています。すなわち、 

①平和と紛争予防/紛争解決、②疾病予防と治療、 

③水と衛生、④母子の健康、⑤基本的教育と識字率向上、

⑥経済と地域社会の発展です。更に、それぞれの分野
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で事業をしたときに、事業の持続継続性（sustaina-

bility）と、効果の測定（accountability）が求めら

れています。グローバル補助金の申請は、クラブが財

団に直接、My Rotaryの補助金センターと言うツール

を使って英文で行います。ここまで読まれた方は、グ

ローバル補助金は、ハードルが高いなぁと感じられた

と思います。その通りですが、グローバル補助金を使

う事業には、地区のDDFから1,500$、財団のWFから

1,500$が出され合わせて3万ドル（約330万円）が支給

されます。グローバル補助金は、かつて、アーチ・ク

ランフが提唱したDoing a good in the world!を実現

するための資金です。この資金を使えるのは各クラブ

です。地区の財団部門はクラブがグローバル補助金を

使うバック・アップをしていきます。 

 

◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆◆ 

 

 

井原 實PG(さいたま新都心RC) 

 本日は、卓話に呼んで下さって有難うご

ざいます。宜しくお願いします。 

新井 清太様(大宮西RC) 

 いつもお世話になっております。本日

は、どうぞ宜しくお願い致します。 

高橋 秀樹様(大宮西RC) 

 昨年度は、一年間清水ガバナー補佐

共々、大変お世話になりました。本日

は、井原パストガバナーの卓話を楽しみ

に参りました。 

小木曽賢己様・鈴木 恭二様(大宮西RC) 

 本日は、メーキャップ大変お世話になり

ます。 

福田 和子様(大宮西RC) 

 岩槻東さんへの訪問は、久しぶりです。

以前から相当たるメンバーのクラブとし

て認識しており、本日は、井原パストガ

バナーの卓話を交えてのコミニケーショ

ンを楽しみに勉強させて頂きます。今度

の(土)大宮ソニックシティ前にて、第6回

乳がん撲滅運動ピンクリボンライトアッ

プ点灯式を(女優)生稲晃子さんを迎えて

有ります。ご来場お待ちしております。 

横溝 一樹様(大宮西RC) 

 本日は、メーキャップツアーとして大宮

西RCより参りました。岩槻は妻の出身地

でもあります。宜しくお願い致します。 

新見 和男様(大宮西RC) 

 本日は、メーキャップでお邪魔しまし

た。井原パストガバナー卓話有難うござ

いました。 

押野 一郎様(大宮西RC) 

 本日、初めてのメーキャップ参加です。

自分の属しているクラブとの違いを感じ

ながら勉強させてもらいます。 

小宮  勇  井原 實パストガバナーようこそお越し下

さいました。後程、卓話楽しみにしてお

ります。又、大宮西RCの新井会長初め8名

のクラブ訪問、誠にありがとうございま

す。宜しくお願い致します。 

増渕  明  井原パストガバナー、大宮西ロータリー

クラブの皆様、本日は宜しくお願いしま

す。 

加藤 和正  パストガバナー井原實様、卓話有難うご

ざいます。大宮西RC会長新井清太様、多

くの会員皆様、ようこそ! 

（同趣旨）  遠藤 光治    加藤 哲男 

       橋本かほる    阿津澤 清 

       杉田 政男    斎藤 公司 

       山形 照之    飛田美佐子 

関根 隆光  急に寒くなりました。体調を崩さないよ

うに気を付けましょう。 

中里  仁  秋らしい日、20℃きりましたね。 

田中 徹夫   萩原 満久   水戸  恵 

丹野 寿明   飯淵 昭二 

 2018～’19年度 岩槻東ロータリークラブ 

例 会 日 毎週火曜日 12:30～13:30 会    長   小宮  勇 
例 会 場 さいたま市民会館いわつき Tel  048-756-5151 幹    事  宮本 和寿 
クラブ事務局   Tel 048-757-9786  Fax 048-756-5539 会報委員長 山形 照之 

U    R    L http://www.iwatsuki-east-rc.org 

ニコニコＢＯＸ・出席報告 
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ニコニコBOX金額報告  

10/23合計 ３６，０００円 

今年度累計 ４２１，０００円 

例会日 総数 出席 欠席 Ｍｕ 出席率 

10/23 
免除3名 

31 
(3) 

19 
(3) 9 6 89.28% 

10/2修正 

免除3名 
30 
(3) 

21 
(3) 6 4 92.59% 

出席報告  

井原パストガバナー

によるパワーポイント

の映像の卓話はと

ても分かりやすく、お

陰で本日の寄付額

も増えました。井原

PG卓話ありがとうご

ざいました。 


